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JARO XVII, N-RO 7 JULIO, 1936

LA REVUO ORIENTA

言論機關に働きかけよ

各地で運動三十周年祝賀會を催せ

言論の力は悼大である〇古い同志の追憶談をよんでみてi新聞や執誌によってエス語の存在 

を知った人が仲々多い。 ・ ハ ・ ' \ \:

我々は•エス運動三十周年の記念すべき年を迎へ□エス運動後援會結成の第一年に當り全國各 

地で一せいに言論機關に働きかけたいと思ふ。

最近新聞雜誌等が國語國字問題ひいては國際語零の苕諸問題にも注口してきた。この機會を 

のがしてはならない。

運動後援會でもこの頃每月一二囘は全國各地二百有餘の日刊新聞にエス界のニュースを報道 

してゐるが。各地方會でもその地方に特殊の關係あるエス界のニュースをドシドシ新聞雜誌に 

供給すること。

扱言論機關の利用についてはいろいろ龙へるべきことがある。

1. 目ざす新聞雜誌の特徵その讀者層を考へて原稿をかくことが必要である。そ2しでなくて 

は沒書になるおそれが多い。

2. 同じ土地の新聞はお互に競爭LL反IIしてゐるからどちらもおこらせめ樣にしなければな 

らない。エス界ニュースの報道はどちらへも同時にとどく樣發;会の事。但し原稿の投稿は一つ 

の新聞にきめてしまってもよい。（あまり幾つもの新聞を利用することはどちらにもきらはれる 

結果になることもあるから氣をつける方がよい）。

3. エス詰について書く場合あまりエス語に關係のない他の問題に深入りして書くことはよ 

くない。それでないと原稿のその部分めため何の關係もないエス語に對しても讀者か口反感を 

もたれるといふ梯なことになる。

4. 原稿の長さもよほど手加減する必要がある。猶多少內容や表題に手を入れることを編悔 

者にゆるしてやあ雅量がなければならない。編輯者はエス宣溥のためその論文を採用するので 

なくその新聞又は雜誌の西容を充實しよくしたいからであり、讀者に證ませたいからだけであ 

る。編鮒者が一番其の讀者が何をのぞんでゐるかをよく知ってゐるのだから。又編潺上の一貫 

した方針の確立上からも。

5. 文字をキレイに字數も一目でわかる樣埸合によってはその字數を明記してをく事）にし 

てをくこと。編輯者といふものは大變多忙なのだからキタナイ原稿はよんでゐられない。C入舉 

試驗の答案と同じごとだ人

6. 新聞の投書闕は割合よくよされるものだから大いに利用されたい。

7. 書く時はneesp-istoを對象とするつもりでかくこと。但し嚴者の種類をみて手加減し 

あまり啓蒙为なエス語とは何かを說明「る樣な原矯は控えたがよいと思ふ。

& 原稿の署名&はなるべく本名がよい。都台上匿名の場合でもあまり變な名やエス名をも
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ぢったのは老へものだneesp・istoからみると非能に茶化した樣て原稿そのものゝ品位を下げ 

ることが多いから。

9. 原稿は眞向からエス語の必要のみを力盘したのもよいが證者が高級なものには今更「工 

ス語の必要」といふ樣なことをのべず、エス語の必要は旣定の事實としてエス語の活川されて 

ゐることの紹介をする。例へばエス語でクオヴアヂスが出ればそのエス譯をよんで新に感じた 

といふ風な書きだしでクオワ'アヂスの紹介的のものを書くとか、これ迄一般民衆にしられてゐ 

ない泰加文學作品Jane EyreとかGosta Betring Cこの原作者はノーベル賞受賞者)等につい 

て紹介記事をかくとかcそんな役にたてる意味で本誌では最近これらのあまり一般に知られて 

ゐない大作品を誌上で紹介することにした：)。

我々同,占は新聞雜誌に書くとなるとつい無意識にエス語の宜廊めいたことばかり書きたくな 

る。しかし實嚓記事が効果を奏するのはこういったエス語の直接宣傳的の記事よりも「エス語 

が女學校で正科に敎投されてゐるとか、エス語に日本の文學作品が譯されたとか、婦人のエス 

語使節が米國へ行ったと力、」いふ風なエス語が理論時代をすぎて旣に實地に活用されてゐる專 

をしらしめるのが最も効果的の樣だ。

10. 特に今年はH本エス運動三十周年にあたるからこの機會に各地の地方會で古い同おをさ 

がしだし祝賀會をやってそういった記事を新聞にかゝせたりする。とにかく例會でも時々何と 

か特別の會合といふ肩書をつけて少しちがった催しをして新聞にか、せる等。そうすればそれ 

ほど特別の費用がかゝらずに言論機關の利用ができる。

11. 乂各地で普及宣傳満演會等をひらカ如たい。後援會からは多少の補助金も出る筈。く前號 

後援會報吿參照?。

新聞雜誌に働きかける目的の一つにはその記事を見た讀者にエス語を學ばうとしゝふ心持をか 

こさせることもあるが主たる目的は一般世人にエス語といふものの存在をハッキリと認,識せし 

めることにあると思と、。

エス語といふものの存在を認識した人の數が増せば增すほどエス語を學ぶ人もふえエス鉛に 

對する後援者もふえてくるわけである。

エス運動•カ點のおきどころ・1

园 郞

我等の云ふ會話會(parolkunsidoj)とは坐談を通じて、konversacioの骨を提むと云ふのが 

本體なのである。御存じの如くエス詰は他の語に比して比較的習得が容易であるから、とに角 

努力して、可成の點まで機會を得さえすれば同語を操る事が出來さうである。他の語學では普 

通人には出來さうでないparolata lingvoの流暢さをエス話で彳孕ようと努力する人達の苦心が 

parolkunsidojを產んだものと思ふ〇

此間日本を去ったPalmer氏が日本に跪らした一番大きい貢獻は外國語敎授上にrekta 
metodo C實物直接敎授法)卽ちparolmetodoを强凋した事にある。何分にも英語は六つかし 

く、ロ本の國柄が此に適せぬから.徹期した成績は到底望めなかったが.彼の主張した事は言 
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詰習得の自探なる正逍なのである。卽ち氏國語の流暢さはParo'ata lingvoから這入り、絕えず 

其語の雰圍氣に浸って）sたから得られたのである。此の事實を應用しようと云ふのがParob 
metodoの着眼點なのである。人類言語の發達の歷史を此處に竝べたてなくても、parolata 
lingvo力';skribata lingvoよりずっと以前に構成された耳fは誰でも知って居る〇た¢エス陪 

だけは人辽:的に構成された故に、文法の出現の後にparolo, skribo, k.tp,が生2したのである。 

然しエス語と雖も眞に生命を持つ言語たるにはparoloを重要視しなくては駄匸1である。卿ど 

大多數のエス證反對者はエス語を電報の暗號に毛のはへた位に思ひ込んで居る故、實用性を题 

ふのは鄭理もない。エス語の根本文法を覺え本の二三册も熱心に勉强したら、もう會話の勉强 

にカゝゝってよからう〇 parolata lingvo習得を早くからやらないと、興味をそぎ、其エス語は 

やがて枯死して、昔懐かしき學生時代のドイツ酷の糞勉强の如く一惡夢に成ってしまふのでは 

なからう力、〇

借會話の稽古をしようにも他の外國語にては、おいそれとすぐにŝancoを見付るわけに氐 

行かず.仕方なく减督敎のバイブル・クラスにでも行き、外人宜敎師の布敎傍らの會話師尊で 

滿足するのが關の山であるc我等の樣に外國へ行けない者には人お蔭で少しば何とか云へる榛 

に成っても■いざ孕業して實用に使はないと、直に御恩逆しをして元の默匝彌になってしまふ。

以上長い前置きに成ったが.我等の狙ひ所は大體お分りに成ったと思ふ。現在東京ではト:曜 

を除いて他の六日は每タ何處かで此のparolkunsidojがある。故に、例へば今夜は特にする 

事もない、こんな時にエス語會話でもして見ようと思ふ。待てよ.今日は木睦日だな。よし、 

新宿のNova Kunsidoへ行ってやれ。と云ふ爭になる。餘程の暴風雨か大事件でも無い限り 

誰かに必ず會へて、二時間程エス語ばかりで時を過す事が出來るのである。

實は日曜を除いて每晩parolkunsidoを持つ樣な糸！織が出來る迄には隨分つじ八,糸笔驗をなめ 

て來た。現に今でも或るkunsidoの如きは受難期に遭遇して居る。責任者の方に同情せざる 

を得ないのである。現在東京C地方の樣子は知りないから書けない）にはNova, Asakusa, 
Kanda, Musaŝino,日本僑ゝArĝenta.のKunsidojや婦人連のKlara Rondo、學會の水 

曜□例會、しuma Kunsido 等が存在し、大抵は しgo de Esperantaj Kunsidoj en Tokio 
（Lekto）の名の下に連絡をつけて居る。此等各々は多少とも特色があるので、何處へでも自分 

に適した所へ勝手に行けるのである。此等のkunsidojは誰が來ても差支なく・特に會費も取 

立て、居ない。別に會員制度もない。毎夕集った人々が會員で所謂ĉiamuloj逹力:會•の面倒を 

見て居る樣なものである。

會場は學會とKlara Rondoを除いては、皆最寄のteejoでやって居る。例へばArĝenta 
K.は凱座の明治製菓賣店の二階と云ふ具合である。時刻に氐なればぽつりぽつりと顏なじみ 

が其處へ氏れて來て.坐席料の積りでお茶を一杯位は飮んでコ:時間程エス語を話しながら頑ぽ 

って腰をすえて居る。此の二時間は各クンシィドで少々やり方を異にするもヽエス語を大部分 

話して居る事には變りはない。參加する人々もクンシィドに依つて又多少異って居る。Ĉia

muloj c御定竝の）顏を殆ど五六人は決って居る樣だ。新顏や初步の人がやって來れば逃がすま 

いと親切に話相手をする樣にして居る。此等kunsidojでは私の知って居る範圍では此頃の倾 

向は・たじ漫然と好き勝手な話をしながら時を過す様になって來た。昔は或るtemoをこしわ 

へて.例へばreligioと云ふ問題を出して各々順帝に何かそれに就いて云ふ。又五分間演説を 

やって次の者がそれの通譯をする等.まと'まった形式を取ったのであるが、今迄の狎驗に依る 

と、どうも片方の人々はsciencoの話力:好きで.片方はhistorioを好む・と云ふ貝合で. 一
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方に善ければ他方の人は詰らなく感じて、會に出て來なくなる等■遂にこんなsenformaな坐 

談形式を作ってしまった。 - ・

Kunsido C特にArgenta K）に行っても詰らない。出般目に喋って、祿でもない駄洒落を飛 

ばして他愛もない事を云ふ。有閑人の行く處だ、と云:ふ樣な酚評を時々耳にする。然し我等は 

左樣に考へないのである。我练の日本の語生立ちを考へて見よう。特に定められたtemoの下 

に語る事に依てparola flueco （facileco）を會得したのだらうか〇又日本訊に對するintimeco 
を得たのだらうか。左にあらず。我等の口本語の骨は他愛なき母子兄弟間の會話に依て據得し 

たのでなる。駄洒落を飛ばしたりしてsincerec〇をかくから、詰らないと考へる方々にお尋ね 

する。我等の日本語ではいつも修身の如ぎ四角四面の話をせねばならないのであらうか。否、 

むしろ駄洒落でも「Iに出ると云ふ事は、その!ingvoを自由に使ひ始めた事を證明して居るの 

ではなからふか。未だその域に逹せない人々がかく非難され勝の樣に思へて仕方がない。

とは云へ、世間には無口な人も居らうし、お喋り、早口氏、スロモウ氏等各自特長を持て居ら 

ヨもる故、今のKunsidojのやり方に賛成不賛成は勝子である。又我等H間の批評の艮き所は 

出來れば取入れる事にして居る。私個人としては過去7年間の經驗から・ 一見素人考へでは良 

き梯に見えても、いさ實厅に移して見ると思はぬ會の不派を來たす事も髓分あった。た¢時枇 

の成り行きにまかして.今のsenformaな形式で行くのが一番よいと確信して居る、會の性質 

上。上述のkunsidojの功績を述べて見よう。1）第一の目的であるbona parolantoの製造 

には可成り成功して居ると思ふ。大低のB常事は咄嗟の間に平氣でエス語でかたづける事が出 

來る樣になった人も隨分多くなった。2）エス語者相互の親睦の役にも大に役だって居るし• 

CArĝenta Kの取り持つ緣でdu esperantaj parojが出來て居る事も此處につけ加へておく）〇 

特に地方から上京された人々が暇な一晩をエスペランチストにあって過したいといふ時、すぐ 

kunsidojへ出席できるといふことは有難いことであろう。3？地方にも此の程の會合が追々出 

來こ.中々elokventaな人々が時々上京されて、我等を喜ばして吳る。エス語は益々生きて 

來る感がある。ぬ最後に對外國人との問題だが、た•まに日本にやって來るエス語同志は大低 

は我等のkunsidojにやって來て貰ふ樣にして居る。其際今迄は日本人仲間の事で.實際國際 

的に通じるかと云ふ不安を持って居た連中が・一朝にして自分の話しぷりに自信を得、エス語 

なるかなと感じる樣になり、ĝismorta esperanto-b^talantoとなる事は實に愉快である。

四五年前に來た例のSchererにしても最近日本を去ったPalmerにしでも、どうせ日本人 

は外國吾を操る事が大の不得手であると思って居った所が.案外エス器界では人種平等なのに 

驚いた事であらう。?almerなどはお役口とは云ひながら、長い間英話會話の絕理をまざまざ 

見せつけられて、最後にエス倉の送別の宴を殘らず流暢にして黄った時には如何にやせ我變を 

しても.何物か障大な物に打たれた事は那實であらう。此等全部を上記Kunsidojの賜物とは 

云はないが、育力なる潜勢力を此に與へて居る事は本當だと云へるであらう。

偶然には居合せて、エス語の流暢さを目擊して、エス語信者に成ったと云ふ人も可成あると 

云ふ話を聞いて居る。かく話出せぱ切りがないから、此處で止めて置くが.最後に一言お願ひ 

があるのです。何卒我等のKunsidojに同情されて、其使命を完全に果させる樣に御助力を願 

ひたいのです。 ・

行って見ても詰らないヽ皆下手糞で.自分に益する所なLヽなどゝ老大家振らないで.後進 

をgvidiする積りて來こ下さい。來て見て案外皆が艮く喋るのに驚かれた方々もある位です。 

近來parolkampoに於て人口が隨分增えたなと云ふ感が私にも時々します。
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世人は隨分kapricaなものだ。esp・istojも乂然り。人々の集りが惡 < て・やむを得す消減し 

てしまったKunsidojも二三ある〇折角出來たからに（二成□丁 く、regulaに出<・、说ししまひ 

たくないものだ〇 CArgentn K. Nova K. Klara Rondo等はもう永久不拔の物となったか〇）

Esperantoは日本に於てははう永久に死な1い。unua etapoである所のparolata lingvo 
がかくも健全に力强く發連して來たから。

严 Grenkamp-K:uPri TModerna Arto”
のもつ意味

瑛 九

日本の今の繪畫が（そして又美術全體が;）、ロ働車が街上を走り、飛行機が大陸と大建 

を結ばうとしてをり、ムッソリニがエチオビアを植民地化さうとし、ヒットラーがライ 

ンランドに進軍し、匹班牙に左右兩麗の對立の行動的激化を見る今日の二十世紀にもつ 

て、依然とLて個人的な獨りよがりの中に停滯してゐることはまさに驚くべきものでも 

る。瑛九氏ほどこの中におって、特に日本的であり、同時に彼ほど普遍的なものゝ眞に 

人類的なものはない。彼こそ徹底的な・」界的態度をもった、現在の世界が 何等の誇 

張なしに誇らねばならない客觀の精神のみちみちた故も優れた藝術家の一人である。彼 

の藝術はビカソを現代の口本の所謂新い氓家逹が・乘り越えてゐるのと全く異った、 

その眞の;£味に於いて、のり越えたものでがる。シャガール、レージェに就いても同搽 

である。彼はフランスのそれは同時に世界の前銘滋術の一群の作家逹中の指導音と肩を 

ならべて前進するものである。この藝術は現在の客觀であり、歷史的社會的斷面である。 

これを「作者のサンチマンの深さ」だなどと解するもの力:あったとしたら、吾々はふき 

出さずには居られぬであらう〇

「エスペラントは歴史がなく、民族性がないことが、そして人送語であるからこそ二 

十世紀的役割をもってゐるものでなければならぬ。例へばジヨイスのユリシ1ズこそ工 

スペラントで書か九たら、もっと直接的効果をだしたであらう。」といふ瑛九氏のこの批 

評から吾々エスペランチストは學ぶ可き多くのみのを汲み取るべきである。

久保貞次郞

「『現代美術』なる書物を著す爲めに出版所しiteratura Mondoから招かれた時、私はちゅ 

うちよなく、引き受けたのである6私はエスペラントで此裡の著作をなすことは、敎盔上にも 

宣傅上にも極めて有益であるに和違ないと思った。私は私の同僚であり友人であるJan Brze- 
kowskiに助力を求めた。彼はすぐれた批評家であり繪畫藝術のイズムに就ての專門家である。 

彼は美術に關する多くの著作をなし、巴里の“ L'art contemporain "の編輯者である。此の私 

の友人は助力を快諾した。我々は數回會合してエスペラント界に出きるだけ明瞭備確な硏究を 

與へたいと努めた。」かかる最初のな:企によってFmodema artoが書れたものである以上こ 

の苦作は現代美術の專門的著作でないといふことはそれはこの書の役割が非常に啓蒙的な所に 

あるがを意味する、そしてそれは一般的であり、又エスペラントで書れたといふことよって、
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エスペラント使用者に一應讀者曆が限定され.なほかつ.ゆえにその限定が限定されないエス. 

ペラントの使用價値の認識へとエスペランテストに非ざる知識階級をさそうものである。なぜ 

かなりばこの書の取り上げてゐることがもっとも現代的な美術についてであり、それがもっと 

も現代的な二十世紀的な言語で書かれてゐるからである。現代の荚術が我々の頭腦によって到 

逹した椒智の究きょくの犀物で込ると云ふことが出來ればエスペラントも又そこかちの見地か 

ら言語史的に理解できるであらう〇現代の藝術は現代の自然がすべて人類の頭腦から作り上げ 

られたメカニックなものであるといふ特色を重要視してゐるので茁って、この意味は何も藝術 

と限定すべきではなくゝ我々の生活自船がかかるエスプリから出發してゐるがゆえに、現代藝 

術も又メカニックな、科學的な、非個人的な・趣味を排したものであるといふべきであらう。 

エスペラントはかかる現代的なる特色を論證する所の重用なる一個の素材であり、又かかる現 

代的なる特色を論證するにもっとも一致した所の唯一の現代的言語といふことが出來るであら 

う〇「あたらしき酒はあたらしき盃に」といふ事を人々はいいふるしてゐる力:この吉糜の實行は 

中々にやらうとはしない、といふことは多くの場合、新しいといふ事の必空性が認識されてゐ 

ないからであって、非論理的なる自己の主觀的サンチマンの新しがりだからである。あたらし 

き藝術を素材としてそれに・、っとも一致した言語表現といふ事は充分考へらるべきである。現 

代の藝術の持つ最も思想的特買は世界主義的な半であると云ふ事は何人といえども認めねばな 

らぬことであり、ここに二十世紀の論理があるのである。我々は歷史的□然から現實的創造的 

自然への認識を深めぬかぎり現我を充分に把區することは不可能である。エスペラントは現實 

的であるがゆえに創造的である現代のロ然の中から必然的に發生した所の□然語なのであっ 

て、これは?ri『moderna artoに於て寫眞版にされてゐる作品中での•もっともあたらしいピ 

ユリスムに爲らはされた自然と同じ線にそってゐるといふことが云へるのである。かかること 

は「現代的なるもの」が現狀的なる言聒で表現されねばならぬ必然を感じ初めてきた我々のそれ 

に關するメモであって、實行されてゐるといふ場合は不幸にして非常に少いと云はなければな 

らない。Grenkampはかかる態度を槪念的に認識してゐるといふことは云へるがヽこのことが 

Pri fmoderna artoをどうでもこうでもかかせねばならなかったといふ類の害といふことは出 

來ない。これはGrenkampか文明批評家ないし藝術批評家といふ態度からエスペラントを取 

りあげたのでなくエスペランテストなるがゆゑにかかる仕?」・を取り上げたといふ便利主義的な 

ものが感じられるからであるが、かかる便利主義的立場も充分現代の幼稚なるエスペランテス 

卜を啓蒙するに充分なる役割であることは云ふまでもないことであって、その點もっとも髙く 

詳價しなければならぬこの書の特賈であらう。このぎ者は序文の中で次の如く言ってゐろこの 

態度は彼の便利上義的著作を決して輕くあつカ、ってはならぬことを感じさせるであらう〇

----二十世紀の初頭數年間に繪;!;;藝術のrenverso力:起った。その爲にアワ・ンギャルト（前 

彳め 藝術とそうでない古い藝術との間に深にギヤツプを生じた。つねに新步的藝術家仕前隹す 

も しかも一方中'產インテリ消費階級は繪畫藝術的創造の新い、根底を了解しない。これらの 

理山で消費インテリ階級と美術家と亿接獨は絕れてしまった。然し畫汤達はスノブイスムの商 

業買値に巧みなヤマをかけてこの新しい藝術を部分的に助けて來た。しかしかくして困難なる 

班粟をかたづけるのは滿足出來ない。新しい大衆に現代藝術を引きつける事は不成功であった 

し、ナチュラリストの古い美術家逹をナットクさせることは出來なかった。ーーとー應現代藝 

術の「困難なる事荣」をこんなふうに彼は見てゐるので、この藝術の大衆との遊離の原因を彼 

は次の如く足義づけてゐあ。「この事は主として以批評が其職資を正しくはたさなかったつみに
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ある。然り英の批弄は美術乍品の愛好者をその創作家に近づけ樣と努めなかったにある。」とい 

ふ所に彼がこの便利主義的啓蒙的苦作がなされなければならぬ必然な裏付であると云へるであ 

らう。批:平の職責にも色々あるであらうが、Grenkampが収ったこの態度をエスペラントとい 

ふ二十世紀的言語によって始めてかかれたといふことに於て一膚の獨自性を發きするのだ。も 

しこれが日本語でかかれているとしたら、かかるアブンギャルトの藝術を求める新しき大衆の 

限定されるべきはんゐに於て無意味に近いであらう、なぜなら現代藝術の思想的特質は枷:界主 

義的であるといふ意味に於てでちる。世界を意識してゐることによってエスペラントをもっと 

も時代性為る國際語として取上げてゐるであらう、エスペランテスト達はこの書の語られる素 

材とそれを表現する言藥の一・致に同感を持つであらうし・アヴンギャルト藝術のもっともよき 

理解舞たる素質を门認するであむうことを信ずる者である。4しそうでないエスペランテスト 

があったならば彼は完全にエスペラントの時代性及その歷史的意義を知らぬきわめてへんちく 

りんな言認の遊ぎ者と云はねばなるまい。藝術はつねに技巧を主體としたものでなく時代精神 

を主體とした表現なのであってゆえに創造なのである。エスペラントも乂時代の創造であって 

自欢發生的な國語と壬ったくその性質を異にしたものであって、時代精神ジ主體とした言語工 

スペラントを言語的表现の時代心理解だと認識Lてゐる筈のエスペランテストに現代藝術が他 

人である理由が發見されないのである。 ・

Pri Vmoderna artoは井常に價のやすい木であることもGrenkampのこ。書をかかねばな 

カゝった啓蒙的エスペランテストとしての役割の裏付として大によろしい。又視る事が第一のじ 

ようけんである造矽藝術の照介として主力が文章より寫眞版にむけられてゐることも當然であ 

って74個揷入してある。印剧が少し惡いのはこの種の本として1圓そこいらではこの印刷は 

惡いとはいえぬのかもしれぬ。アワ・ンギャルト美術の照介として最近の日本に於て最もよまれ 

たものはイギリスの詩人で美術批抨家たるノ、アバ-卜•リードのアートナウ、アメリカから出 

版されたソビイのアフターピカソ其の他であるか照介的著作にすぎぬのでありながらいづ2しも 

io慣!以上であったと記憶する。その點この書は啓蒙的に最も徵底した態度といえるので為る。 

この書がエスペラントを知らざる怨敎養な日本の美術家達に興味を起させるのは多い寫眞版の 

選擇が一般書の割に珍しいものが選れてゐるからであり、日本のインテリと自認してゐて現代 

美術とはマチスとピカソであるとすましてゐる人々には、あまり口新しい名前ばかりなのにお 

どろ く であり 5 〇 J- Torres-Garicia, S. Grabowski, S. Taeuber-Arp, H. Stayewski, W. Strey- 
eminski, K. Kobro, L. Kissk：ik, T. Van Doesburgなどのピュリスム系し作品など,及このま 

へ日本にきて三越であわただしく個強をやって歸って行ったK. Seligmanといった新人は今 

迄日本では美術雜誌ですら寫眞版であまり照介してゐない樣である。いま少し古い處で口本で 

とつくから知られてゐる樣な Mondrianや Malewicy及〇yenfant, Li： ŝic, Brancusi,それに 

スユル・レアリ・ストのエルンストやミロやの作品はみな選たくも大體においてよし=ものばかり 

である。もちろん今口ではすでに過去の人になったビカソヽマチス、キスリング・ブラック、 

マルクシー、レエヂ工なども寫翼版として代表的なものがはいってゐる、それに近代藝術にわ 

すれられぬ十九世紀の悼大なるセザンヌにあいすべきドアニエ•ルツソオ。

諸君はこの豐富な寫眞版をまえにして多くは「どうもよくわからん」と云はれるであらう。

Arpのねんどのちぎれの;住味について、近代の文化人の頭腦の究極の創造とみるまでに幾多の 

智腦的懷疑におちいらねばならぬであらう。わかし'ノないといふことを作品のせいにしないで自 

己にその卵がないかどう力、は一考すべき知識階級と自認してゐる人々の義務であらうと思ふが
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如何。エスペラントが正しいがゆえに誤解される時の態度が、アワ•ンギャルト藝術にもあては 

まることをエスペランテストは忘れてはならないC

文章の方は菊判で二十五頁位.こんな風の書物として即純明快といえる範圍でようりょうよ 

く書れ、エスペラント語の現實的特冒もいきいきしてゐてよろしい。

I. Antaŭparolo • • •ノ

II. Rigardo en la historion de Fismoj
IIL La Realo kaj Abstrakto
IV. La tendencoj de Fmoderna arto

Deformiso
Kortruado ・
La literatura esprimo
Interpenetrado de la tendencoj

V. La stato de Fnuntempa pentroarto
の以上の五つからなってゐる。

この書の役割については前述したので.部分的あげあし取りは必翌でないからよす。

(1936, 4,19).

v Gosta Berling 物 語

エスペラント譯泰西文學鑑賞〇 2

茁澤まき子

今囘は北歐文學に名髙い,,G6sta Berling nを選んでみた。エス譯書は大型四六版550頁の 

大きなもの、邦譯は野上女史のがあるきりで餘り我が國には知られてゐない樣であるから.編 

輯部の註文にも適すると思ふ。 ・ * -

原作者Zelma Lagerldfは近典が世界に誇る女流作家で.1909年にノ ーベル賞を授與 

された現存の人である。” G6sta Berling “は彼女の處女作でありヽ出世作である。彼女の作 

品は特殊な雰圍氣を持ってゐて、「近代文學の最も驚異すべき破捺」といはれてゐる。

Lagerldfは瑞典中でも特異な氣風を持つ Vermlando地方に生れ、そこに生長した。その 

地方には今日猶、古い傳說や口碑が人々の心に生きてゐる。Gosta Berlingも幼いしagerldf 
が冬の夜の爐邊で耳を傾けた昔語の中の一人である。それは彼女の幼い胸の中にしみこみ、彼 

女と共に生良し、遂には素晴しい男性として、生々と彼女の筆の中に姿を現したのである。 

Gostaはしagerldfの戀人とさへいはれてゐるが.實際私達はGostaの奔放潑刺たる姿の中 

に作者の深い愛と溫い思ひやりを感じ心を打たれる。

„ Gosta Berling “は筋の而白さを讀むものでなく、不完全な人間の逻魂の高い憧れと惱み 

とをみつむべきものである。全篇に漲ってゐるあの不思議な味ひを何と表現したらいゝだら 

う?淡々たる筮致の中に生きてゐる種々な性格の人々.あらゆる生物に對する溫い愛情と敬虔 

な感情、切々たる哀愁の中に花の樣に微笑んでゐる輕いユーモア、そして、恣な美しい幻想。 

それは矢振り、冬の夜の爐邊にしagerldfが葫る私達へのお伽噺である。
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全卷38章550頁、僅かな紙數に映し出すには餘りに大きい。それにゝこの物語の不思議な味 

はひをほんの少しなりとも私の拙いskizoの中に出したいと思ひながら書いた辰初の原稿をも、 

紙面の都合で半分の枚數に縮めなければならなかったので、次に紹介するskizoは骨ばかり 

の磁に無味乾噪な联のになってしまって、この物語の持つ最も美い、感情やG6staをとりま 

いてゐる人々の風變りな然しなつかしみのある性格等をお傅へ出來ないことは非常に殘念であ 

る。この物語では一章々々が殆んど獨立した話の形をとってゐて・前の章と次の章の時間的な 

距離なども不鮮明なのでヽskizoに於ても行間を一行あけて章の區別をつけて置いた。

飜譯者Stellan Engholmに就いては多言を要しない。瑞典で彼も活躍してゐる同忐として、 

4<A1 Torentu, „ Homoj sur la teroK, „ Infano en Torentou 等の原作者として、”Per 
balono al la Poluso”の飜譯者として旣に私逹に親しい人でありゝエスペラント文壇に輝かし 

い將來を期待されてゐる人である。

* * *
十九世紀の第三十年の始めのことである。Okcdenta Vermland。のある敎區で若い牧師が 

職を追はれた。牧師の各はGosta Berling,アテネの神の如き容姿、詩人の瞳、武將の顎、芙 

しくそして若いGosta Berling.北歐の陰欝な四圍が彼に飮酒を敎へたのだ。プランデーのみ 

が彼の靑春の血をたぎらせる。然し過度な飮酒のために聖職を怠り、遂に彼はその敎區を追は 

れた〇それが彼の最初の不幸であった。

*
寒い十二月のある夜、死をはかった若い乞食が通りかゝった老婦人に救はれた。若い乞食は 

Gosta,老婦人はこのVermlandoに女王の如く君臨する少佐夫人であった。彼女は六つの工 

場を持つ富と權力の權化である。然し彼女の過去も淚と罪にみちてゐるのだ。

*

Ekebyにある少佐夫人の邸宅の傍の「騎士の家］に十二人の家なき騎士達が飼はれてゐる。 

その中の最年少者.そして騎士中の最もすばらしい騎士・それが嘗っての牧師Goataであっ 

た;

クリスマスの前夜、惡魔の了が單純な騎士達の心に毒を注ぎ、少佐夫人に對する故なき呪ひ 

を植ゑ付けた。惡魔の子・それは憎惡を愛し人の不幸を喜ぶForsの老工場主Sintramで 

ある〇

*
クリスマスの日ゝ少佐夫人の催した盛大な饗宴の席で、彼女の忠實な騎士達は突如反旗をひ 

るがへした。彼女は光輝と榮光の席から迪まれて憐れな家なき女になり・ Vermlandoを左右 

するEkebyの富と力と力:遂に騎士達の手に落ちた。

*

Gosta Berlingはうたはぬ詩人だ。彼の中にはあまりにも熱い詩人の血がたぎってゐる。彼 

は愛する友人のために美しいAnna Stjarnhdkの心をとりもどしてやりたいと思ったのに、 

Annaの瞳はGostaの爲に燃え、Gostaの心はAnnaの甘い愛の爲にとける。然しGosta 

4ま許されぬ愛に諦めと淚とを注がねばなかった。

*

Ekebyの騎士の家の芻踏會で、オと富と、外國の王冠すらも彼女の前に跪くといはれる程の 

美との所有者Marianne Sinclaireが、Gostaの瞳に我を忘れて熱い接吻を彼に與へた、その
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接吻は彼女を女王の如く祟めてゐる彼女の父親を激怒させ、Marianneは父の家を追はれた。 

十二月の夜半の雪の中に半は凍死してゐる彼女をEkebyの騎上逹が救ひ彼等の家に運んだ。 

Gostaの强い腕の中で、Markmneは口分の心の底に永いことひそんてゐた Gostaへの愛が 

荒々しくめざめるのを感じた。 • ’ ^ 声•

*

少佐夫人は慘めな姿で物乞ひをして步きながらも愛する莊園の監視を怠らなかった。Ekeby 
の舞踏會の夜、騎ヒの手に破蚩されつ、ちるこの地方の誇りを救ふために彼女は村人を抨揮し 

て騎上の家を襲繫Iた。Marianneの機智で少佐夫人の計畫ば失敗し、騎上逹は恥辱から救は 

れたが、彼等は少佐夫人の偉大さに打たれる。

*

美しいMarianneは理生の冷たい眼に監視される不幸な女であったが、騎士逹を少佐夫人の 

製擊かし救った翌日から病床に呻吟して二月も末になって病床をはなれた時、彼女に殘された 

ものは天然痘に損はれて變り呆てた顏と一忍冷たい自己監視だけであった。醜い彼女に自分の 

・生を捧げるといふGostaの激しい愛情を彼女は力ない微笑で眺めヽ娘の病氣を知って迎へ 

に來た父親に反抗する氣力もなく、騎士達の留守の間に彼等の家を去った。裏切られたGosta 
の心は激しい懊惱の後冷たく凍い付いてしまったが、彼の罵倒を受け・彼の心の冷却を知った 

刹那、M irianneは!屁ってゐた愛が猛然とめざめるのを感じた。失った愛への渴望と痛み。そ 

れを彼女は一生涯歎かねばならない。

*

若い伯壽夫人Elisabet Dohnaは快活な可愛い婦人で、善艮そのものでおった。三月ハ日の 

S檢事邸に於ける舞踏會の夜、彼女は愛し尊敬した良人伯爵の愚鈍と卑怯と虛榮を見、氣狂ひ 

の兔歿牧師といはれてゐるGostaの中に素晴しい男性をみた。力强いき葉と輝かしい行ひの 

男、费性沟な然し何吿をも恐れない、男の中の刃ゝそれがGosta Berlingだ。Gostaも亦同 

じ樣よ感激に打たれた。こんなにも淸らかな魂が、こんなにも純情な敬虔な女性がこの地上に 

存在するのだらうか?彼女の奴隸、彼女の犬、それにGostaはなりたいと思った。

*

伯爵夫人とGostaの友情力:人の哮にのぼりはじめた。彼等は全く純'絮な友情でつながり合 

ってゐたのに、醇は若い者の氣持ちに寬大ではなかった。Gostaへの愛を諦めねばならなかっ 

た、あのAnna Stjaronhdkは、愛するGostaを誘惑から護らねばならぬと思ひ、彼の過去を 

们爵夫人に物话った。伯爵の妹Ehba Dohnaが、神の敎へに生き神の國に憧れるあの淸らか 

な少女が、如何にしてGostaを愛し、如何にしてその愛のために自殺しなければならなヵっ 

たか?伯爵夫人は幕愕と絕皐に蒼ざめてGoetaに絕交を言ひ渡した。

*

Gostaは半ば狂氣の貧しい第賣り娘を婚約者に選んだ。彼の荒み僻んだ心はその結婚によっ 

て一厨彼自身を笑ひ物にしようと企てたのだ。伯寡夫人はその噂を聞いて苦しんだ。彼が犯さ 

うとしてゐる罪惡の源は彼女自身でああ。彼女の投げつけた吉葉が彼をこの□暴自棄に追ひこ 

んだのだ。Gostaの婚約披露會の夜、彼の婚約を中止させるために、彼女はひそかに瑯を出て氷 

がとけ始めた湖上を寒氣と疲勞に泣きながら徒步で渡った。眞夜中をすぎてやっとEkebyの 

岸に着いた時、洪水のために川岸の工垸や人家が危險に頻し、Gosta (t婚約披蠢を捨てゝ防禦 

工作を指揮してゐた。彼は濡れ蒼ざめた伯爵夫人を見た。そして彼女のやさしい忠吿の言集を 
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聞いたcあらゆる罪や憎惡が彼の胸から暖くとけ去った。

*

翌日.彼女は良人と姑から前夜の局險を詰問され、Gostaに對する彼女の愛情を追究された。 

善艮な彼女はその時始めて自分の心の秘密を知った。彼女はGostaを愛してゐたのだ。何も 

のにも換え燃い程愛してゐたのだ。それを彼女はかくしてゐた。彼女は許されぬ愛を抱いた不 

貞の妻だ。

それから彼女ろ瀆罪が始った。彼女は主婦の地位から召使ひの最も下級なものに落され・慘 

酷なノ法で順れない勞働をさせられた。姑はあらゆる手段で彼女の身心を苦しめたが彼女は甘 

んじてそれを受けた。だが、彼女の愛をGosta自身すら知らないのに、彼女の罪とは一體な 

んだらう?周圍の人々はこの不當な刑罰を痛々しく思ひ、伯爵とその母を憎んだ。彼女は責苦 

と酷使のために衰弱した。そして六月のある夜、彼女は家をのがれた。責苦をさけるためでは 

なく、たヾ知らない人達の間に瀆罪の道を行きたいと思って。C次回完結）

坪田一男 君を 弔 む

松田周次

坪田君がなくなった!君そんな事があるはづがあるものか。とい、 

くら思って見ても現實は冷く迫って來る。新聞やR 〇 •に大きな活 

字となって表はれ自分自身此の手で數十通の通知狀を發送しながじ〉 

未だに彼の死は全〈夢の樣だ。彼が最後の會合に出席したのは3月 

の20日の口であった。散會發由比さんと坪山君と僕の三人は明菓 

でお茶を飮みながらしゃべり合った。そのとき由比さんが私達に言 

った「坪FL君は最近元氣が良いね、だが松田君は少し顏色が惡いか 

ら身體に氣を付けなければいけないな」。こうして別れたのが最後 

であった。それから僅かに一月、永遠の別れを吿げねばならぬとは 

神ならぬ身の誰が知らう。

坪田君と始めて會ったのは今から五年前1931年の4月の話習のときだった。坪田君は僕よ 

り半年早く1930年の12月の頃だと聞いて居る。;T度ロ本大會の濟んだ後で古い同志がみんな 

すっかり疲れ切って居た時であった。そこへ飛込んだ坪田君はその淸新の意;氣で素張しい活動 

力を以て忽ち會の中心人物となり金澤エス會の一切の仕事を切まはして居た。僕の受けた講習 

は彼の活動の第一步であり乂彼のEsp. vivoの中で最も會心の働きをしたものと云へる。今で 

もその當時の□記を懿むとき彼の熱情希卑及成功の歡姦がぐいぐいと心をゆすぶって行くのを 

感ずる。そのときの受講者五十畝人、その小彼一人でりつばって來たのが卜七八人もあると云 

へばその活動振りを知る事が出來やう〇その後も湍習の度毎に彼の商誘で三人や四人は必ず來 

た。そのとき私は第一番目の受講者であったが、坪田君がにこにこしながら少し興蛮の面持で 

双手を擧げて歡迎して吳れたのは今でも鮮かに記憶に殘って居る。二人は家が同じ方向にあっ 

たので講習が終ってかぢいつも二人伴だって步きながら會話のけい古をした。翟時弘は全く新 

米のペイペイ、坪田君も大幹部として一切を切まはしては居ったが、やり出して半年の事とて 

まだkomencantoの部類を脫して居なかった。•二人の會話には随分頓珍漢な事もあったであら



12 ¢318)

うが二人にはだんだん會話が出來る樣になるのが大愛嬉しかったものである。此の:feかげで私 

4ま他の人にくらべてかなり早く樂に口が動く樣になった。私のEsp.の士皇は此のときに礎か 

ゾした樣なもので全く坪田君のお誌と云って良い。 -

此の年の!0月K.E.G. C金澤エス會;）の歷史の上で記念すべきK・E. G.の組織再眈立が劭 

り一同更生の;意氣を以て邁進したが張切った力は長くつヾかずいろいろの原囚から會は再び衰 

微に傾いて行った。かうして1931年の半ばから1934年の半ぱヽ山比氏の來澤菅野氏の參加 

を見るまでK.E.G.は不振の狀態にあり働くものとては坪田君と桝野さんそれに私位のもので 

ガランとした商工會議所の部屋に坪田君と二人でつくねんとすはって居た事も一再ではなかっ 

た。こんなとき良く二人で議論をし合ったものだが僕の理屈ぽいのには坪田君去閉口して居た 

ものである。ともあれ此の不振時代にあって坪田君の不撓不屈の意氣と樂天的の性格が我々に 

取っこ如何に力强いものであったかそれは只逆境にあって共に鞍った者のみの知る事でおる。

彼は非曲に明るい朗らかな性格であった。高小を出た切で之と云った學歷は無かったが之が 

却って幸ひしてカ型にはまらない伸びのびとした仕事の仕:振りを見せた。Esp.の方でも例へ 

て云へば文眩のせんさくをすると云ふ樣な事は不得手であったが實際的方面には驚くべき手腕 

を示した。第六回北邊大會c此のときには大々的な講演會音樂食などを開いた）第八囘北陸 

大會を始め毎年のZ祭、講習會・講演會.展覺會、Pikniko等凡そエスペラント會の事業 

と名の付くほどの事はことごとく彼が中心になって働いたものであった。又その豁達な物おぢ 

しない性格からして外部への活動を特に得意とい1。昨年來の名士訪問などもその箸るしい現 

はれでファッショ風の吹すさぶ今口聯隊區司令官の所へエスペラントを宣溥に行くなど常人に 

翼似の出來ない事をどしどしやって行った。乂スポーツに巧みでスキー、水泳、庭球・野球、 

ビンボン行く所可ならざるは無き有樣で昔樂にも趣味を有しその交際の廣い耶も稀に見る所で 

あった。最近はNorda Steloの編輯及金澤エスペラント運動史の編篡に沒頭して居たが平生 

放幔の樣に見へて居た彼が筆を取っては別人の如くその明做犀利な緞察力・すばらしい筆のさ 

えと全力を傾注した仕事振に全く我々を號嘆させたのである。

北國人に類ひ稀な明るい積極的な性格Esp.に對するその熱情と手腕力倆、もし中央にあっ 

たならば疋しく全日本の運動を指導するに足る人物でおった。思へば思ふほど我々に.Perdita 
juveloの如何に大きなものであったかをひしひしと感ずるのである。

人の一生はこの爲し得たる仕事によって量るとか。彼の23年の生涯は短かかったとは云へ 

彼が殘して行った偉大な足跡その倬大な影智力は永久に北陸、否日本エスペラント連動史の」: 

に揮くでちらう。此所に我々は彼の熱情、彼の逍志を爱けつぎ・我等のsankta movad〇に裁 

身すべき事を誓って彼の靈へのはなむけとしたいのである。

辻利助君の憶ひ出

我國唯一のUEA終身會員だった

米田徳次郞

辻君は大阪船場の中產商人の獲り兒で所謂#粹の浪花つ兒である。兩親の熱愛と惠まれた家 

城に育つたことが幸か、不幸か、餘り我儘氣隨が過ぎて遂に小學校敎育すら完了せなかった。
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世間並の小愛に夢中なる兩親は愛兒の意思の儘に放设したのである。だが近親や友人達が見る 

に見兼ねた勸吿で、所謂「可愛い兒には旅をさせろ」の諺を其まゝ約半年許りの間・辻君は東 

京の知人に預けられた。

明暮愛兒の身を案じ暮す兩親は家業氐手につかず・遂に辛抱し切れないで辻君を呼び戾した。 

「辻君も實は當時毎□、孑大阪の空を眺めて父母戀しと幾度力泣いた」と晚年筆者に話して居 

た。こうした心配が原因で父親は辻君の十七踐の時に早逝した。女親一人の手に委ねられた辻 

計は、父の遺業を繼承するの意志はなく・钳と共に郊外閑靜なる地を求めて轉住したのである. 

此住居が三十有龄年間君の語學研究殊にエス語硏究の殿堂となった。

十八歳の頃不圖した動機から、學問を嫌った辻君が急に好學の靑年となった。先づ擇んだの 

は英語であった。寢食を忘れて英語の單語征服に熱中したのである。此努力空しからず・數年 

後にはロンドン•タイムスを證破出來得るやうになった。進んで英 

語を硏究する傍ら菅稲谩畫伯に師爭して繪畫を習ひ、また書道を誰 

かに習って居た。後年畫に書に辻君一流の特徵的のものがあった6 

辻むは何年頃からエスペラントを習ひ始めたか.筆者が辻君から 

聞いたまゝを書いて見よう「明治40年頃、ロンドンタイムスに工. 

スペラントに關する記事があったので强く感動し、是非研究して見 

たいものだと考へたので辭書と敎科書を得ることに隨分苦心をし 

た。幸ひ英國からエス語の初步のものが手に入つたので、一生懸命 

に琛習した。其後年々炭々辭書や飜譯物が追々出版されたので學習 

も從って容易となった」と。

辻君が相當エス語を解するやうになったので、友人の阪上君C堺市ゝと時々會合して研究を進. 

めて居た。大正2年に結婚した辻君にゝ今では二男一女の遺兒がある。これからの未亡人の辛 

苦は並大抵のものでは決るまい。

大正5年に髙尾亮雄君の肝煎で辻君は少國民新聞社に校正係として入就した。勤務の傍り同 

志を作ることに努力した。髙尾亮雄君、神埼泉君、狩野金之助君、相阪佶君其他數氏と東敦餌 

に集って、エス語の研究国を開いたのは其後間もないことである。當時少國民新聞はエスペラ 

ント宣傅機關として、非常に役立ったものである。

大正8年に福田國太郞君が大阪に轉勤して來たので、有力な指導者が出來た。福［□君が 

Verda Utopioと云ふ雜誌を發行されたので.辻君は陰に陽に之れを援助した。

大正8年頃から辻君はUEAの大阪デレギー卜として隨分大阪の同志のために面倒を見て吳 

れた。當時官憲の誤解が甚しかったので同志は相當迷惑をした。辻君はtimemaな割合に絕 

へず潜疔的な講習會を開いたり、また會合もやって居た。

ス:正!!年に相阪佶君が大阪でエス語講習會を開き、一擧に五十名許りのEsperantistojが. 

出來た。此講習會に故粟飯原晋君辻君;II崎直一君等が大に援助Iたのである〉しかし結果から 

見て此講習會はよくなかったようだ.卽ち今日エスペランチストとして殘って居るものはヽ筆 

者の知る範圍では一人もないのである。之れに反して辻君が單獨て潜行的に數人を集めて講習 

したものが.可成り多くエスペランチストとして現存して居る。

英語の單語征服に成功Lた辻君はエス語の單語征服にも成功した。大阪に於ける辻君の存在 

は生字引として、實に隼寳なものであった。またエス語講習會の講師としての辻君の名は餘り 

にも有名であった。親の遺産で遊んで食って行ける辻君の境遇は、エスペラントに精進するよ
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り外なかったかも知れない。次阪に於けるエス語の開拓者初期の學習に宣傳に普及に辻君の貢 

獻は實に不朽の功績である。

辻君・生の經歷となったのは.筆者の推擧で、磯崎劉君の跡を受けて、大阪市立言學校の工 

ス聽の敎師となったことである。岩橋武夫君が歸阴するまで約…ヶ年間在職した。君の人格と 

熱心と親切とは、全生徒に深くエスペラントを植へつけた。

Timemaな辻君には會話は苦手でった、或は無表情に或は微笑しっゝボッリポツリとエス語 

で話したあの姿・今猶眼前に彷彿するの感がある。高尾亮雄石はいつも辻君を帮同して方々へ出 

かけたものである、要するに髙N君の雄辯には辻君の生宝引が是非必耍であったからであらう。

晚年辻«は强度の神經衰弱に罹りヽ絕へず病床に親しんだ。最後の二年間は殆んど外出せな 

かった。貞淑なる夫人の看蛊と愛兒等の孝雀に滿足しつ、錚養を續けた。吐間絕へず手に枕頭 

にエス語の雜誌や書籍を放さなかった。最後に辻对は不眠症に惱んだ。家人は現代醫學の命ず 

る最善を盡して囘復に力めた.だが總てが空しかった。齡五十、昭和1〇年9月28 ロ朝莞爾 

として永遠の旅に上った。

辻君は大阪展初のエスペランチストであった、惠まれた家庭に、職業を持たなかったため. 

存分にエスペラントに精進することが出來た。著書の計畫もあったが、惜しい哉病氣のために 

果さな力、った。これは辻君にとって彼大の遺憾事である。

C昭和11年5月辻君の遺書の整理成るの日）

〔編輯部附記〕辻氏の遺されたエスペラント書は米田氏によってイ朵管されゝ後、米田、兒島 

兩氏の肝煎りで日本エス學會文庫にない貴重なdokumentoj類が學會で隅人の上ゝ永久に保存 

•されることになった。猶他の古い雜誌書籍の類は大阪の同占の手で處分されたときく 〇

動詞FARIの用法
■

(5 ) K. OSSAKA.

§ 4 (b)・ Fari ian aferon (=faron, agon)"(或る)事をする〇

Se iu pekos per eraro kontraŭ la ordonoj de la Eternulo, malpermesantaj fari diversajn 
aferojn, kaj li faros iun el ili;... (Lv 4-2) 若し云々の爭を爲すべからずと云ふ神の命 

令を誤って犯し.その一を爲す氐のあらば……

Kornp.: Se princo pekos kaj per eraro faros iun el la agoj、kiujn... (Lv 4一22) 若し 

王侯にして罪を犯し誤ってその行爲のどれがを為すものあらば……

Ni do povas parafrazi:
Ne faru tian aferon = ^e faru tian agon (aŭ faron^ aŭ aĵon) = ^e faru tiel (aŭ tion) [sed 

ne : Ne aferu tie1]. >
Ne faru tian kritikon = ^e kritiku tiel [sed ne : Ne faru tiel kritike].
La unua ekzemplo estas el la kategorio de „ fari " kun samorigina komplemento, dum 

la dua estas ” fari a formanta verban frazeron.
EKZERCAJ EKZEMPLOJ
Via filino ne kondutas tiel, kiel edzino devas konduti, kaj ŝi faras aferojn, kiuj estas 
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kontraŭaj al la honoro (=faras agojn kontraŭajn al la honoro = agas kontraŭ la honoro). 

(GD11/-3)貴殿の息女は妻たるべき道をふまず名譽をけがず樣な事C行爲)をしてゐるのです。

Mi tre volas fari la aferon (=fari, agi) sekrete. (GD 7/6)內證でやりたいのだ〇

Kiel homo havanta devon fari du aferojn, mi nun ne scias, kiun el la ambaŭ elekti. 
(II 98.z-3)二つの事をやらねはならぬ人と同傑おれは二者の中のいづれを選んでよいか迷ふ。 

{Ankaŭ vidu: FI 85/25; 91/7; M 37/21;71/17; 146/5)・
Rimarko: En ĉi-malsupraj ekzemploj la vorto, „ afero " signfas „ taskon u, sed jam ne 

simplan „ faron, aŭ agon u, kaj sekve donas la sencon kiel se „ fari (ies) aferon u para- 
grafiĝus per „ (propre) aferi ":

Faru vian aferon, Dio zorgos ceteron. (P 501) 口分の仕事を熱心にやってゐればよい

のだ、あとの事は神樣が面倒を見て下さる。(諺)

La knabino faras siajn aferojn ĉiam mem, per sia propra persono, ĉar ŝi scias, ke 
la a eroj estas bone plenumitaj. (FI 72J2).娘はいつも自ら親しく人手を借りずに自分の事 

は自分でするのである，それはその方がよく出來るから。

〔註〕per sia persono=per si mem 自分で C人手を借りずに;)。類例:en (sia) propra 
persono他人ならぬ(何某)その人自身(自ら，親しく)〇 例:Ĝuste en tiu momento envenis 
•sinjoro Davis, la mastro, en propra persono. 丁度其の時はいって來たのはほか人ならぬ主 

人D氏其の人。

§4 (c)・ „ Fari —aĵon °=fari —an far on, au agon ・

(
Mi faros al li bonfaron. (FI 94/10; ank. vd. M 169/4) なさけをかけてやろう 〇 

Bono farita ne estas perdita. (P179)なさけは人の爲めならず(失はれず)〇

Pri la bonaĵo (= bono, bona faro), kiun mi faris, rakontu aliaj! (FI 117/-3) 私の 

爲た善行を云々するのは人にまかせる(自分では云はぬ)。

EKZERCAJ EKZEMPLOJ
Kaj Li (=la Eternulo) faros al vi bonon kaj multigos vin pli ol viajn patrojn. (Re 

30-5)神は汝等にめぐみを垂れ給ひ汝等を汝等の祖先よ5も數增し給はん。(ank. vd. Re 8- 
16; BV 64/2; FII 31/-11;FK 32/26, 33/11).

Plej kruela estas redono por farita bono. (P 693) 折曲なさけをかけたのに返報されるの 

は辛い事Cさはらぬ神にたゝりなし:Kiu neniun savis, malamikon ne havasとー對の諺)。

Multe da homoj ne faras malbonon (=faras aŭ agas malbone) pro timo de mallaŭdo 
kaj agas bone pro deziro de laŭdo (M 172/14; ank. vd.; FUI 71/16; SS 226-8; Re 9-18, 
31-2?; FK 32/26, -7).非難を惧れて惡事をわさず,豊められたさに善事をずる人は多い。

〔參考〕Vi pagos malbonon por bono. (FK 32/-6)善に報ゆるに惡を以てす。

‘Rini. En la ekzemplo: „Nur la dubo malbonon povas fari el la bono" (IT 49/17) la 

verbo „ fari u estas „ fari u de Produkto = „ ŝanĝi la bonon en malbo non".
Sekve nur malbonaĵon (^malbonan faron aŭ agon) vi faris. (FI 119/12) してみると 

惡いことばかりしてゐたのだね。3吹.vd: FK 173/^3)
Mi ne faris malhonestaĵon (malhonestan faron) (M 69/10)僕はやま しい事はせぬ。

La rabo de malvirtuloj atakos ilin mem, ĉar ili ne volis fari justaĵon (=justan faron).
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(SS 21-7)不德漢の奪掠はその身にかへる、何となれば彼等正しき行ひをすることを欲せざり 

しなればなり。 • 7 ■ d
Ne faru maljustaĵon (=maljustan faron) en la juĝo, en mezuro, en la peso, en la 

amplekso. (Lv14-17).裁判や,升目,最目や寸法を測るのに不正をなす勿れ。3いd: FK 
156/19: 0V 364/27; M 229/2)

La knabineto al neniu farus iam ian malagrablaĵon. (M 33/13)その子は誰にも少し 

でも失禮な爭をすることはありますまい。

Vi aŭskultos la voĉon de la Fternulo, via Dio, observante ĉiujin Liajn ordonojn, farante 
plaĉantaĵon antaŭ la okuloj de la Eternulo, via Dio. (Re 13-19)汝の神、主の御命令を 

守り神の目前によみし給ふべき行をすることにより神のみ聲を聽くであらう〇

Ŝi ĉiam estas preta fari la ĝustaĵon en ĝusta tempo. (BV 25/12)彼女はいつでもす 

ぐ樣うまく臨機應變の處置力;とれる人でした。

Malpacienculo faras malsaĝaĵon, kaj malbonintenculo estas malamata. (SS 14-17) x 

短き者は馬鹿な事をやり、腹黑き者は憎まる。3せvd.： 5/-3; H 78/2)
Mi petas vin pardoni al mi la sensencaĵon, kiun mi faris. (GD 50/20) まことにっ 

まらぬことを致しまして申し譯がございません。

Li dormis kun ŝi kaj faris al si perfortaĵon (=perfortan agon). (Gn 34-2; ank. vd.: 

OV 318/-9).彼はその女と寢て暴行した。

Li faris mirindaĵon (=mirindajn farojn) antaŭ la okuloj de la armeo. (Rt 47/2) 彼 

は审隊の而前で奇績を行ったのだ。

用加.Ankaŭ „fari laboron (=faradon, agadon)'4, „ fari perforton (=perfortaĵon, per
fortan agan)", „ Fari miraklon (=mirindaĵon, mirindan faron)", „ fari krimon (^kriman 
faron)" ks. povus veni sub tiun ĉi kategonon de „ fari kun samonaina komplemento u, 
sed ĉar ili ankaŭ estas parafrazeblaj per „ labori, perforti, mirakli, krimi u ks., ni klarigos 
pli poste en la paragrafo de „ fari en verbaj frazeroj".

ツル本ミザラ本

KAW ASAKI-N・

!•・ツル本とザラ本

乙のtradukaĵojで20世紀になってそして戰前にでたのわParisのHachette書店からで、しa 

Revuoに一度でたのを單行本にしたのである。紙わいわゆるフランス紙でツルツルで厚いもの、 

戰後のEsperantista Centra Librejoの爲版ものわザラザラの紙である。前者を私わツル本、 

後者をザラ本と名ずける、ツル本わしa Revu 〇の紙型を利用したのがあるらしく、tekstoわか 

なり正確だ。ザラ本を刷るときにまた 乙の原稿を見てやったのかどうか私わ知らない。もし 

原謂を見ないで、ツル本を見てやったのなら.tekstoのaŭtentikecoにわザラ本わなんの役 

にもたたない。ザラ本わッル本より誤植が多いそうだ。Batalo de F VivoとHamletoわ19 [li： 
紀にすでに發表されたもので、後者にわツル本もあるが、前者わイギリスから出版されて紙の 

質が異なる。このツルツル紙が戰後まであったかどうか私わはっきり知らないが、1921年春. 
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私の買ったFundamenta Krestomatioのoka eid,わザラザラでわないが、さりとて厚手の 

ツルツルでみなく、薄いツルツルである〇 Jarlibro de UEA, 192?にVerkaro de Z.の寫傅 

があるが、Rabistoj と Revizoro だけが Hachette 版で、他は Esperantista Centra Librejo 
版になってしまっている。私う;Esp.をやり始めたごろ”ちょうど何盛三さんが極東エスペラ 

ント書院をやっておられた當時で、私わツル本をみんな買い集めることができた.ただ!ngenio 
のみが、品切でなかった.他人のを寫そう力ゝと思ったくらいであったがヽザラ本がでた。 

Rabeno de BaĥaraĥとFabelojわザラ本の單行本しかでていない。ツル本とザラ本の異同を 

比較校定した表が發表されたら.ザラ本でもよいわけだが・ツル本のほうが正策なのだから 、 

できるだけ古本ででもツル本を探して使用したほうが得である。單行本で別々にでた舊譯聖書 

の8册なんかわツル本だけしかなく、それもいまほとんど手に入りがたくなっている、しa 
Sankta Biblio中にあるのわBiblia Komitatoが猛烈に手を入れて直したものだから、Z.の 

plumoを見るにわツル本がぜひ必耍である。しa Revuoのそれとツル本とわ完全に同じだと 

わ對校したうえでないといえない。違っているところもある。ザラ本でもいろいろの出來不出 

來があり、Fabelojなんかわunua eid.をdua eid.が直しているが、また新なpreseraroj 
もあり、Rabenoわdua eid.がずっとよくなっている。

Georgo Dandinわザラ本わツル本の誤植をそのまま受ついでいる。折印わ兩者異なるが、 

あるいわ同一紙型であろうか?？

2. Indekso と konkordanco

Z.のindeksoやkonkordancoの仕出がヨ-ロッパでも東京でも大阪でもドンドン進行して 

いると聞く、私わ早くそれらの結果を見せてほしくてならない。著者それぞれの文法的識見の 

あらわれるkonkordancoわもちろん結構だが、現在の急務わどの語がどの本の何ページにあ 

るかだけを知らしてくれるindeksoのほうだろう。私にわindeksoのほうをさきに發表して 

もらったほうがあり力:たい。私の文法的硏究に利用するのにわindeksoのほうが便利だとゆ 

う私の個人的理中においてことにしかりである。Konkordancoだと自分のやろうと思ってい 

る事柄がちょヽどあれば、もはや自分でやらなくてすむのでこれほど結構なことわないけれど、 

文法的識見ヵ:どうせ異なるのだからヽ自分のまとめようとするprincipo力;かならずしも他人 

のkonkordancoにでているわけでわない〇

Wŭsterわ1920年に自分の闕書の原稿ができているのだから、それまでにindeksoが出來 

あがっていたに違いない。鄭書すら第5卷を出版できないのだかから、konkordancoわでそ 

うもない。Baileyも自分でわちゃんとわカ、っているのだが、印刷にならない。Butler, Scott 
もそうだし、他にもこんな人があると思ふ。硏究家わ自分の硏究の必要があるから、人のこし 

らえるまで待っていることわできない。が世界各地で同じ仕事をするなんか勞力の經濟上馬鹿 

げたことである。日本よりも養料の豐'官なヨーロッパでとつくの昔當然でているべきものであ 

る。國際的に仕事の統制連絡をもっととってできているものわドンドンだせる工夫をしたいも 

のである。必要なのわ乙のだけでない。GrabowskiもそうだしKabeもそうだ。

3•カ ー ド

Indeksoをこしらえるのにわ本の單語を一々切り拔いてカードにはればたし加だとある人に 

聞いたが、こんなことをLてカードがどれくらいいるだろう。ごく大ざつばにかぞえて見る。
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Originala Verkaroわ600ページある。かりに1ページ44行ゝ1行1〇語として算える 

と264,000になる。Fabeloj 3卷わ152; 154;153ページだが、1ページ40行.1行12語 

としてみると，219,840になる。他の本を全部あたってみると600,000を越えるようである。 

で乙全體では1,000,〇〇〇を數千あるいわ數茁越えるのでわないかと思われる。

4. Scipovi

佐々城、岩下校定、Z.-Paroladoj, 1932 の Rimarkoj に「Ci tiu vorto estas alia provilo 

por distingi Z.-econ. Z uzis povoscii kaj preskaŭ neniam scipovi, kiel oni vidos en la 
sekvanta listoj とて povoscii を126, scipovi を Rabeno de Baĥaraĥ に1だけとしている〇 

しかしこの推定わ危險でわなかろうか?誤植にしてわ念がいりすぎているし、誰か他の筆にな 

ったのかとするのであろうか?佐々城らのここにあげてないZ.の資料がある。それわRakon
toj el la Biblio laŭ la traduko de D-ro. L. L. Zamenhof, Brita Esperantista Asocio, 1921 
でBiblia Komitatoで乙のmanuskriproか猛烈な改訂を受けている間に、乙のplumoまま 

のものがすこしばかりBritish E-istoに連載された、それを單行本にしたのである。これをみ 

るとp. 35にscipovasが2囘、scipovadoが1囘ある。この場所わLa Sankta Biblioで 

わ I- Samuel 28 の 7 と 8 で、povoscias, povoscio と直されてある。povoscii と scipovi と 

が意味を異にして使おうとゆう意思、あるいわどちらがpreferindaかの意見わともかくとし 

て、乙のplumojこscipoviがなかったと單に統計で推定するのわどう力ゝと思才っれる。「一輪咲 

いても花わ花」だゝいわんや4輪においてや。とここまで20 febr. 1936に書いたのだが、 

その後さらに資料が手に入った。Baileyからの手紙によるとLa Revuoにでた Martaわ全 

部scipovであるが、ツル木でpovosciと變っているとのことである。Martaにわこの語わ 

27回でてくる、Martaにでたのが一番占いのだからZ.の最初使った形わscipovで、後 

povosciに貌を改めたのであろう。殘る間慰 なぜRabenoにpovosciが3, scipovが1ち 

るのだろう。なぜ1だけ殘っているのだろう。 …ゝ

/ Plena Gramatiko 紹介⑷

CKalocsav, Waringhien 共著 Plena Gramatiko の本文 

を要約して紹介す。紹介者の批判は脚註の貌でなす〕。

岡本好次

B・ Vortkunmeto Ĉ語合成）

〔紹介者註:——ここの理論がKalocsay獨自の理論であって、贅否さまざまでエスペ 

ラントロギーオ界に和當”議論をまきをこす部分である。そのっもりで讀んでもらひ 

たい。この理論を鵜呑みにしては因る。但し面白い說明もあるしこじつけもあるが大 

いに參考にはなる。〕 •.—

Duelementaj kunmet. j （二耍素合成）

17. 一般法則ーエス語における語合成は合成晤の硏究によって認めらる、如く或種の一 

般法則に從ふ。 . <; 「二

1.語合成に於て主たる鬲（ĉefa vorto）は末尾にお力扎14.其合成語の文法語的範畴（grama-
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tika vortkaraktero）と主要意義（ĉefa senco）を決定する。それを主要素（Ĉefelemento）とよ 

ぴその前につく要素群は主要素の特徴づけのために役立つのみで之を副要素（Aankelementoj） 

とよぶ。 t 一.，

例へばdormo-ĉambroに於て 主要素はĉambroであってこれが文法的のi|し疇〔名詞）を決 

定し!Lその合成話の主要意義C場所を示すといふ）を決定す。副理素dormoはそのĈambro 
がdormadoのために用ひられることを示し特徵づけに役立つ。

2.語尾がもしpleonasma・であれば語合成の見地からこれを無視してよく、かゝる場合には 

主要素は語尾の前の語根である。しかし語尾がproprafunkcia・であればそれは獨立話と見る 

べきでこの場合はproprafunkcia finaĵo自身が主要素であって語尾の前の語根は副要素であ 

る。

例へばmarteliに於て主要素はiといふ語尾（これはagiといふ意味を有す）であって語 

根 martelはそのagoがmarteloによっておこることを示す副要素にすぎない。

注意:上の!.の法則の例外はet, eg, aĉの三つの眞接尾字であるC後述）。

18. Reguloj de vortefiko*  C語效果の法則）: 上要素は自分の文法的性質・によってそ 

の語の意義を定めるのみならず副要素の文法的性滋をも決定する。卽ち主要素は副要素に副要 

素自身持ってゐないvortkarakteroを與へることによって影響（efiki）する。

この關係に於てエス語の語の用法を究明すると次の法則を獲ろ。

I. 名詞的主要素は其前の副要素を名詞化する〇

II. 形容詞的主要素は莫前の副要素を名詞化する。

卽ち名詞的又は形容詞的主要素の副要素は常に名詞である。故にもしこれらが他の性質をも 

ってをっても主要素の影響によって名詞的の性質ををびる。

III. 動詞的主要素は副要素に對して二樣に働く、

1. 副詞化する。 J :厂・ •

2. 形容刹化するCそれを自分のpredikata adjektivoとすることによって）。

j±S I.（右より左へ行く）かゝる語效果（vortefiko）をrekta vortefikoとよぶ。その逆の 

ものをinversa vortefikoとよ

注意n.副詞的副要索は副婆素が形容詞的性質をtたずして名詞的又は動詞的性質を有す 

る場合乂はそれが接頭字乂は前置詞なる場合には動詞的主要素の前に甚だ,屢おかれる。C^ar- 
telbati; pafmurdi; ekkuri; preteriri）形容詞語根から誘導された副詞は常に獨立して立つ（例 

diligente labori, bele skribi, bone farti）。

上の三法則によってエス語の語合成が行はれる。

備老:以ド便宜上上の三法則をVER I, VER II, VER III1,VER III 2と略して示す。 

注意III.更接了及び少數のprefiksiĝemajな語は上の法期に從はぬ。（§132-149で述）。

19. 名詞的主要素 Csubstantiva ĉefelemento）.
名詞的主要素は前の副要素を名詞化する。CVER I）。而してこの合成を次の三樣に分解でき 

る〇

1・副要素は關係（rilato）又は從屬を示す。これを前置詞deで分解できる。（分解Rとよ

・前囘紹介§11參照く本誌P142）
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例:horn koro=koro de homo, lumradio=radio de lumo, varmenergio=energio de 
varmo, skribmaŝino=maŝino de skribo.

2. 副愛素が材料（materialo）を示す。これを前置詞elで分解す。（分解Mとよぶ）。

例: orĉeno=ĉeno el oro, ŝtonponto=ponto el ŝtono.
3. 副要素が名詞的形容言（subst・ epiteto）である場合。この場合は單に傍に置くだけでよ 

い。C分解E）〇

例: membro-abonanto == membro abonanto, tajlormajstro=tajloro majstro.

上の分解の場合形容詞晤尾aを用ひても示される。（例:orĉeno=ora ĉeno）
併しこの場合a!は性質を示すのでなく關係を示す場合のaであるCだから形容詞語根の語尾 

につく a ではだめである。）そ才しで varmenergio, belamo, voluptamo を varma energio» 
bela amo, volupta amo と分解してはだめで energio de varmo, amo de belo, amo de 
voluptoとせねばならぬ。それから又これを逆に言ってblua okulo, bela knabinoといふの 

にbluokulo, belknabinoは語合成の法則に合致しない〇

2〇. Substantivaj sufiksoidoj一sufiksoidoと radikoとにちがひがないから上述と 

同一 〇

例: belisto=isto de belo, densejo=ejo de denso, banujo=ujo de bano.
常に分解 R により ano, ero, ido, ingo, ismo, isto, estro, ujo, ilo, ejo が結合す。常に分 

解Eによりino, ulo, ecoが結合す。

21.o-finaĵo. • , ~ ,
A） 形容詞的語根の後にくると1・抽象物C例:belo）, 2.具象物C例:beloj de Y regionoj,

3.性質 C褊 belo estis eksterordinara）, 4.人物（mia kara, mia belo.. 〇,を意味する 〇 但し 

kuntekstoの助なしにはこれは混亂をきたすから普通はLの意味のみ》。2-4は夫々のsufik・ 
soido を用ひて示す〇 く卽ち 2. belaĵo, 3. beleco, 4. belulo）。

B） 動詞的語根の後にくると1・動作の名2.動作の結果物。

C） 前ifi詞の後にくると具象物を示すことが多い。

D） 接頭字及相關詞の後にくるとC）と同樣。

E） 間投詞の後にくるとその間投詞の名を示す。

F） 接續詞の後に〇を附加しないで名詞的に代用するこよが多い。

G） 數詞の後にくると量を示す。

22. 形容詞的主要素 Cadjektiva ĉefelemento）

形容詞的主要素は前の副要素を名詞化する。jeで分解する。

例:herbriĉa=riĉa je herbo, prespreta=preta je preso, sangavida=avida je sango.
注意匚 屢副要素が副詞である。併しこの場合二語を一語にして書いたにすぎぬ。例: 

ore-purpura, komune-homa.この場合eなる晤尾と連卑符 ㈠ をのこしてをく。

注意II.他の場合單に傍に・置く場合がある。 例:germana-franca vortaro, standardo
ruĝa-blanka-verda.この場合語尾aと連字符（-）をわすれてはならぬ〇

23. adjektivaj sufiksoidoj----- （em, ebl, ind, end, iv, oz. esk.）----- VER I! による。

例: parolema=ema je parolo, portebla = ebla je porto.
24. a-finaĵo.
形容祠話尾aは1.關係、2.性質の二:方面を意味する。そ才し故

A）名詞的語根の後にくると1•關係,從屬（例:rega palaco, kotona industrio）を示し 

«この際ニ語を合成してもよい）。2.性質を示す。
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E)動詞的語根の後にくるとaは形容詞的主要素だからその前の語根を名詞化する性質 

があるから結局その動詞的語根を名詞化してそれに附加されることになる。卽ちverbo- 
adjektivo は verbo-substantivo-adjektivo である 〇 (例:skriba は skribo-a)〇

捞 1・關係、從屬を示す場合(例:nutra problemo)
2.性質を示す場合に二あり。

め 性TTとしての動作はemo, kapablo, povoを示す〇 Ĉ例:nutra manĝaĵo)この 

場合pova, kapabla, iva, ema等をつけるとよくわかる〇

b)動作をなすものに冠せられ\る。この場介動作が能動的と受動的の兩方に解され 

る。

(僧0: konsterna sciigo = konsterna?i/a sciigo ； ĉagrena koro=cagrent/a koro?〇 カ、く 兩樣に解 

される故文の前後の事情によって之を用ひうるがそうでない場合は一般に分詞接尾字をつけ 

て用ひるがよい。

C) 前置詞の後にくるとestanta ~ の意(例:antaŭa = estanta antaŭ)o (例外:peraは 

periより來たもの;)。

D) 接頭字及準接頭字(dis, ek, eks, for, fi, mai, bo, ge, re)は形容詞的語根の如く見て 

よい〇

E) 原始副詞Cprcsktd!等)は形容詞的話根の如く働く。morgaŭ, hodiaŭ, hieraŭは名詞 

、的語根の如く働く。

F) 數詞の後にくると順序數を示す。 • 、 ・

25. 動詞的主要素(verba cefelemento)——主要素が動詞の時は副要素は

1. 副詞になる----例:latitlegi=laiitelegi, kunludi =kuneludi, rondiri =rondeiri.

2. 述語形容詞となる----例:rugpentri == pentri ruĝa, disiri = iri disaj, mortpafi=pafi

morta.

26. verbaj sufiksoido}----- (igi, igi, izi,名詞話根の後の ad)------igi, iĝi は VER III 2.

により、izi, adはVER III1による。

例: beligi = igi bela, sidiĝi = iĝi sida, ŝtonizi = izi ŝtone [per ŝtono]; martelado —ago i 

martele [per martelo].

27. 舐詞的語尾一VER IIIによってはたらく。卽ち副要素が副詞ならagi又はfunkcii 

の意であり述語形容詞ならestiの意である。

A) 名詞的語根の後にくると動詞語尾はその語根を副詞化する。卽ちゝ

1. 名詞的語根がilo 乂はkorpartoを示す時はagi, funkcii perの意となる〇 (例: 

marteli=i martele =： agi per martelo; brosi, butoni ・・・)
2. 名詞的語根が他の和物を示す時はprovizi perの意となる。C例:gudri, vesti, adresi, 

doti).
3. 少數の語根に於て i は agi karakterizate de のだ。C例:Harni, nesti, vorti).
4・personoを示す語根に於てはagi kie!の意〇 (例:regi, majstri, patri")o

B) 形容詞的語根の後にくると副要素は述話形容詞となる(;例:avari-esti avara ; nigri, 
necesi, sufiĉi..〇

C) 前遥詞の後に於て動詞的語尾はそれを述語形容詞の如くする。

例: antaŭi=esti antaŭa.
D) 他の耍素(接績詞等)の後にくるとagi (ĥinkcii) perの意。例:jesi-= agi per jes.

28. 副詞的至要素(adverba cefelemento)-----副詞は形容詞に誘:まできるから唯副詞的

語尾e丄ソ.外について特にのべる必要がない。次にeについてのみのべる。

finaĵo
形容詞と副詞は親類筋であってた¢前&は名詞に後者は動詞又は形容詞につく、だから副祠
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を形容詞にすればそれについてゐる動詞又は形容詞を名詞にすればよいのである。(forte bati 
—forta bato; tuj veni — tuja veno, pale verda — pala verd •).

A) 名詞的語根の後にくるとlaŭ maniero deの意。例:rege =laŭ maniero de rego.
B) 動詞的語根の後にくると。

1. per の意〇 仞］:murdi pafe murdi per pafo.
2. kvalite Q意〇 例:skribi stare=skribi starante.

a) 就 動的 〇 helpe=he】 punte.
b) 受動的〇 例:miri konsterne=miri konsternite, rigardi ekscite=rig. ekscitite.

C) 前ST詞の後にくるとその前淞詞の意味が述語に關係することを示す。“ntaile, apude, 
pretere)

D) 原始制詞の後にくるとeは不要である。

紹介者巾す;B. Vortkunmetoの項次囘で終り。Plena (gramatikoの紹介この邊 

は大分群しいですがそれはこの部分が同書の基本的の總論的說明の部分だからです。 

各論的の所は簡單にきりあげます。本紹介は同書を讚まれる方にも參考になりませう 

し同書をもたぬ方にもうる所があると思ひます。

紹 介刊
B I B_ し I 〇 G R A F I 〇

Seditajn po 2 ni recenzas
Unuope ricevitaj estas nur menciataj

◎目下現品を取寄中のもの 

・將來取寄せる見込のもの 

▲ 口下學會に在原あるもの 

★取次がぬ氐の及び非賣品

ゝ.》一厂— 自 然 科 學

么ASTRONOMIO, de Joĉaŝien, eid, de la aŭtoro, 1935: 9.5x17.5, 24 p.定價15 錢，送 

料2錢。

“Unua Paso al la Vojo de Seienco"叢書第1編として出さたたもの。天文學に關する题 

めて初步的な知識を、十數個の揷畫入りて說明したもの。中等程度の講習會の變った副讚本と 

して使ふに手頃であらう。（M・・Ŝ・） •

★Jazaki, Humito （矢埼富美人）:Pri la fluidonerva meĥanismo en la salivosekre- 

ciado （唾液分泌ニ於ケル體液神經性分泌機耕二就イテ）;消化器病學 第一卷第三號、2 p. 
25x17.5 cm., 1936.

S-ro H. Jazaki ĉe P-ro S. Okada en Internmedicina Fako en Nagoja Medicina Univer
sitato faris &-supran studon, kies resumo estas en Esp. La aŭtoro estas tre fervora 
medicinisto. （〇.）

V^Uatanabe, Takaŝi C渡邊隆志）：Terminaro de civil-inĝenierado （Japana-Esperanta） 
Aplikita mekaniko, Parto 1.,1936,17x24.5 cm. 6 p., eldonita de Esperantista Asocio 
de Tomako-Gradiĝintoj・

Prof. J. Vatanabe en Tojania Inĝenierarta liceo antaŭe publikigis Terminaron de Mezu-
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rado, nun tiun de Aplikita Mekaniko. Ni devas laŭdi lian laboron kaj alifakaj samideanoj 
nepre devas sekvi la bonan ekzemplon. (〇.)

^Mikaelo Gitterman: Normigo (skizo), tradukis el rusa ling. A. Samojlenko, eldo n 让a 

de Ekrelo,1936,15.5 x 22 cm.,16 p.
規格統一術語理一化についての一般槪念を與へ乂各國の劃一運動について簡單にのべ併せて 

ソ聯の剧一について手前味略をならべ kapitalisma normigoとsocialisma normigoとは大 

きにちがふと吹きまくったもの。

運 動 *

t ★JUBILEUMBOEK, eid. de Federacio de Lnboristaj Esperantistoj en la Regiono de 
Nederlanda Lingvo, Amsterdam, 1936; 16x24 cm.160 p.

和闌語地域勞働者エスペラント聯盟創立Cl911125周年紀念として發行さたもの。光澤ある 

厚手の紙に宴眞多數入りで印刷してある。全文オランダ語であるためヽ諛んで、その內容を批 

評するといふわけにゆかないが・統計にあらはれた數字によってみるに、最近數年問における 

この聯盟の躍進はめざましい。卽ち、1927年にはわづかに75人であった會員がヽ1929年に 

は450人ゝ1933年には、232!人.1935年末には・實に3953人、まさに4,000人におよば 

うとしてゐる。（M・・0）
ノ ★JARLIELO DE SFE, 1936, eid. de Sveda Esp.-Federacio, 1936;13.5x20 cm. 72 p.

內客は、1935キ度の事業および會計報吿と會員のadresaroでかるが、會員の増滅の統計 

も、上記オランダ勞働者エス聯盟とほんど同樣な輝かしいカープを見せてゐる。1925年255 
人t，30 年 800 人 t，31年1628 人->35 年 2681人。（M.「Ŝ.）

學 習

ヽ★THE ESPERANTO GRAMMAR according to “ Petro ヽ de N. Bartelmes, eid. cle 
Nia Bulteno,117 N. Bunker Hill Ave., Los Angels, Calif. U.S.A. 1936; 12x17 cm. 23 p.

SAT發行の<cPetronによって基礎的な文法を敎へる仕組にしたもの。外觀は・謄寫版刷 

の貧弱なものであるカゝ“Petro''によってエスペラントを敎へる者にとって、手頃の參老書 

となるであらう。（M.-Ŝ.）

•觀 光
★ AŬSTRIO, eid. de Osterreichische Verkehrswerbung, Wien,1.,Nibelungengasse 4, 

1936; 11x21 cm. 24 p・
每年才ーストリア交通省から出されてゐる<fAŭstriovの1936年版。例によって.多數の 

矣しい爲負と.詳細な地圖入りの美本。上記あて中込めば送ってくれる。

</5tLYON, eid. de Syndicata ^Initiative, Lyon,1936;18x13 cm. 36 p.
グラビア印刷の每ペイヂ全面寫眞版入りの芙しい案內記。各寫眞にはフランス語で短い說明 

があたへてあり.それに對して、別のペイヂで、ドイツ語、イタリー語.エスペラントの三つ 

の言葉の譯があたへてある。'

ノ ★ClJ VI KONAS ITALION ?, de Ente Nazionale Industrie Turistiche, Ferrovie dello 
Stato, Romo, 1936;14 x 19 cm. 32 p・

イタリ政府では.新聞宣偉省がラヂオを通じてエスペラントによる國情紹介を盛んにやって
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ゐるが、鐵道省でもそれに劣るまいといふところからか、觀光辰から、今度新しく、この案內 

記を出した。表紙は五度刷、內客はオフセット刷・各頁寫眞一個乃至二個入り、それに美しい 

線畫のカットをSEし、寫眞版も從來の名所工ハガキ式のものでなく.非常に新鮮味に富んだも 

ので■いまいままでに出たエスペラン卜文の案內記中晨も美術的なものと言ってよいであらう〇 

また內客のえらび方もすっきりしてゐてヽこの種案內記の模範とするにたるものである。（M-Ŝ）

文 藝

> jkKUDLAGO, de N. van Hichtum, trad. de S. D. Mannoury, eid. de Eldona Societo 
Esperanto, Stockholm, 1936 :12.5 x 18.5 cm. 4o p,定價 50 錢、送料 2 錢〇

エスキモーの少年----- 人まへの男としてはじめて取扱はれるやうになるころの  生活

を描いた少年の讀物。物語そのものは、少年向きであるが、そこに描かれたエスキモーの生活 

は、大人が然んでもおもしろい。どういふ風にして海豹や熊を狩るか.橇や舟は、どうして作 

るカ、、氷の家はほんたうにちるか、その氷の家の中ではどんな生活が行はれるか——そして何 

よりも、いったい、こんな自然に最もめぐまれない國を、エスキモーはなぜ捨てようとしない 

力----などといふヽわれわれの好奇心を滿足させてくれる。（M・Ŝ）

い AHOODJOOKI, de Kamo no Tjoomei, trad. de K. Nohara, eid. de Esperanto-Kenkju- 
ŝa, Tokio, 1936:11x15.5 cm. 32 p,定價 20 錢、送料 2 錢。

鴨長明の「方丈記」。日本文吳の古典には海外へ紹介したいものヵ［澤山あるが.エスペラント 

にあまり譯されてゐないのは殘念である。この「方丈記」なども、もっと早く出てよかったも 

のであるが、なにぶんにも、その短かさに反比例して飜譯に因難な文章であるためかゝまだ譯 

されてゐなかった。老練野原氏の手によってこの譯が世に送られたことはよろこぶべきことで 

ある。すらすらと.よく原文の趣きを傅へてゐる。（M.・Ŝ.）
12（'U GI ESTAS NUR FABELO?, de Jan Wolski, trad. de Roman. Dabrowsk;, eid. 
de Esperanta Eldon-kooperativo, Varsovio, 1935;13.5 x 19.5 cm.,157 p.

少年少女の讃みものとして書かれたものでユーモアに富んだ物語であるが、標題で示してゐ 

るやうに蛍なる童洁であることを意圖して書かれたものでない。著者は多年產萊組合雷業に從 

事すみ人、これは、その仕事のひまひまに、その實生活から得た材料によって書いたもので、 

これによって若い人々の心に、産業組合の精神を植付ける意圖によるものである。譯文にはか 

なりぎごちないところがある力:、少年少女物語に適するやうにとの努力の拂はれたあとがうか 

がはれる。（M・・Ŝ.）

精 神 科 學

aAkegarasu-Ilaja く喷烏枚）：La Japana Spirito, traduk让a de Oohaŝi-Kaiziro 10.5 X 15 
cm., 12+92 p, 1936,價50錢、稅2錢.石川縣石川郡出城村北安田、香草舍發行。

燮島敢氏は佛敎學者として獨特の地步をしめる巨峰〇大橋氏はArĝenta kunsidoの創立者 

としても元學會評議員としても有名目下京都に在住。しかも大橋氏が心醉する咬烏氏の「日本 

精神」をエス譯したのだから申分はない。（本野精吾氏川崎直一氏が種々助言したとの事。）曉 

烏氏に共鳴すると否とに拘らず一讀をおすゝめする。（〇）

La aŭtoso S-ro Akegarasu estas tre fame konata budaologo en Jap. Ĝi pritraktas 
・ japanan spiriton sur la vidpunkto de japana budaismo kaj japana mito. Interesa libro 

precipe por alilandanoj.
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TAKETORI-MONOGATARI
(竹取物語).

_ Aŭtoro nekonata
(わ丿 El japanigis Masami I(iaraŝi

VII. La ciprea konko de hirundo.

Ciunagono Isonokami-no-Maro ordonis al la viroj, kiuj servas en lia domo.
"Sciigu al mi, se hirundoj nestiĝos."
Responde lin ili demandis:—
"Por kia intenco, nia mosto ?"
"Mi intencas akiri ciprean konkon, kiun posedas hirundo,^ li respondis.
La viroj rediris:—
u Se oni mortigas multe da hirundoj, oni ne povas trovi ĝin en ilia ventro. Tamen 

supozeble ili aperigas ĝin iamaniere, kiam ili naskas idojn, sed ili ja forflugas rap:de, 
apenaŭ homoj vidiĝas.^

Plue iu el ili diris aldone :—

"Hirundoj nestas ĉe ĉiu truo de Ia tegmentorando de la kuirejo de la Oficejo por 
Kuirado. Tie oni kolektu viglajn virojn kaj konstruu sidejon (jagurd)^ por ke oni povu 
observi akuŝadon de hirundoj. Tio helpos nin por akiri la konkon."

Ciunagono tre ĝojis kaj diris :
u Estas interese! Mi neniam povis eĉ konjekti tion. Estas tre interese dirite!"
Kaj li ordonis al dudek viglaj viroj iri kaj resti sur trabaro lig让a per linŝnuro. 

Ciunagono tre ofte sendis homojn por demandi pri akiro de la ciprea konko. Eble Ia 
hirundoj ne alflugas al sia nesto timigite pro amaso da homoj observantaj 一 tian respondon 
la sinjoro ricevis kaj suferis trovi bonan rimedon. Tiam maljuna oficisto de la kuiroficejo 
nomata Kuracumaro diris:—

"Mi havas planon akiri 】a ciprean konkon."
La maljunulo iris al Ĉiunagono kaj ĉi tiu akceptis lin vizaĝo kontraŭ vizaĝo. 
Kuracumaro ekparolis:—
u Por la ciprea konko via moŝto malbone aranĝis, do, neniel povos akiri ĝin. Sur 

la trabaro estas dudek homoj tumulte, kio kaŭzas minacon al la hirundoj kaj ili ne 
alflugas. Bonvole ordonu disrompi la trabaron kaj forigi &ujn homojn. Nur unu vigla 
viro estu en korbo, al kiu oni alligu ŝnuregon, kaj oni streĉu ĝin (kaj levu la korbon), 
kiam la birdoj naskas idojn, kaj li subite prenu la ciprean konkon."

u Bonega plano !n diris Ĉiunagono.
Oni detruis la trabaron kaj ĉiuj venis returne.
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Ciunagono demandis al Kuracumaro:一
u Kiam hirundoj naskas idojn kaj kiam oni levu viron ?n
Kuracumaro respondis :一
"Kiam hirundoj akuŝas, ili sep fojojn turniĝas kun levita vosto. Do kiam ili turniĝos 

sep fojojn, oni levu la viron kaj li prenu la ciprean konkon・
Kun granda ĝojo Ĉiunagono iris ŝtele al1a Oficejo sciiginte tion al neniu kaj inter 

la viroj penadis eĉ en nokto, samkiel en tago, por akiri la konkon. La vortoj de Kuracu- 
inaro kaŭzis tiel grandan ĝojon al Ĉiunagono, ke li demetis sian surtuton kaj donis ĝin. 

al li, dirante:—
K Kvankam vi ne estas servanta en mia oficejo, vi afable helpis mian deziron."

Kaj li aldonis diri al li:— -
"Refoje venu al ĉi tiu oficejo en la nokto.”
Vespero ekregis kaj la sinjoro iris al la kuiroficejo kaj vidis, ke hirundoj nestas 

efektive. Kiel Kuracumaro diris, la birdoj komencis sin tumi levante la voston, oni levis 
viron en korbo por ser& per mano en la nesto de hirundoj. Baldaŭ revenis respondo :一

"Nenio troviĝas.”
,"Tio rezultas de malbona serĉadoj kolere kriis Ciunagono kaj daŭrigis :—

"Kiu kapablas por tio ? Nun mi mem volas serĉi suprenirante."
Li en la korbo supreniris kaj observinte li trovis, ke la hirundoj sin turnadas multfoje 

levante Ia voston; tiam li etendis sian manon en la neston kaj tuŝis ion platan.
"Jen mi kaptis ion, mallevu min rapide. Ja trafis la vortoj de la maljunulo !"
Oni kolektiĝis kaj streĉiĝis la ŝnuregon tiel forte por mallevi lin rapide, ke la ŝnurego 

rompiĝis. Ve, la sinjoro falis kapon malsupre en la kaldronon de Jaŝima. Tute kon
sternite, oni tenis lin flegeme. Li kuŝis svena kun la okuloj blankaj. Akvo estis verŝata 
en lian buŝon kaj li apenaŭ regajnis sian spiradon. Oni kondukis lin malsupren de la 
kaldrono, tenante lin ĉe mano aŭ piedo.

Iom poste oni apenaŭ eldiris la demandon :—
Kiel vi sentas vin ?"

Li respondis kun malfacila spirado :—
"Mi iom regajnis forton, sed Ia talio al mi moviĝas ne facile. Tamen, mi estas 

goja akirante la ciprean konkon en la mano."
Li levis sian kapon kaj malfermis la pugnon, ho ve, la aĵo estis nenio alia ol malnova

ekskremento de hirundo. Tiam li kriis malespere : 一
"Ho ve, finiĝas mia laboro en vano!"
Post tiu ĉi epizodo oni ekuzis la esprimon a kainaŝi por la senco: io iras malbone

kontraŭ la plano.
Ĉar jam estis pruvite, ke la objekto ne estas la konk〇・しiunagono kompreneble ne

kuraĝis meti ĝin en la kovrilon de ĉinstila kesto; plie li ricevis doloron ĉe sia talio. Li

17) u kainaŝijapane signifas dusence : u estas vene aŭ senutile v kaj u sen konko/' 
Unu el la burleskaj vortludoj.
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penadis kaŝi a" la publiko, ke li estas malsana kaŭze de tia bagatela afero, kio pli mal
fortigis lin. Tagon post tago li timis morkridon de aliaj pli forte, ol li malĝojis la neakiron 
de la konko — grandan honton al li kaŭzis ricevi la mokon, ol eĉ morti de nura malsano.

Kaguja-hime, aŭdinte tion, sendis utaon por konsoli lin : 一
Ne venas ondoj
Al pino jam kaduka 
Ĉe la marbordo.
Ĉu same via plano 
Finiĝis en malordo ?

Kiam li aŭskultis la u aon legitan, li levis sian kapon en malforta movo kaj apenaŭ 
skribis utaon kun doloranta koro sur papero tenata de alia:一

Ricevis mi nun
"La konkon " al la koro 
Per ŝia vorto.
Ve, ŝi jam ne min savas 
Forlasi for al morto.

Fininte skribi, li spiris sian lastan spiron. Kiam Kaguja-hime aŭdis tion, ŝi sentis 
iom da kompato al li. De post tiam oni ekuzis la vorton a kaia"":め por " ricevi iom 

da redono."
--  -----_ _ - … ・・・ ・ー ■

18) “ kaiarin japane signifas dusence :" ricevas redonon, resonon, ktp・(por laboro, 
ktp.) " kaj “ troviĝas konko."

Kiamaniere malnovaj japanoj 
antauvidis la veteron ?

T. Taguĉi

V. Vivaja Metodo.

La antikvaj japanoj trovis multajn antaŭsignojn de la veterŝanĝo en la vivmaniero de 
birdoj, insektoj, bestoj, plantoj kaj aliaj. Sed mi ne montras ĉiujn materialojn ĉi tie, ĉar 
la multeco de la vivaĵ-specoj kaj ĝenaj observmanieroj sufiĉas ĝeni la legantojn. Do mi 
prefere nur nomas la nomojn de la vivaĵoj uzitaj por veterantaŭdiveno.

Bestoj一Ĉevalo (I) (Is) (F) (A); Kato (I) (Ok) (Is) (N) (F) (Ng) (C) (T); Hundo (I) (Is) 
(F) (A) (T); Bovo (Is)； Baleno (A); Vulpo (A); Urso(キ)；Lutro (*);  Lutreolo (T).

Fisoj・一Fiŝo ⑴(Ok) (N) (F) (C) (Ng) (T): Karpo (*);  OrfiŜo 严).

Birdoj——Birdo (A); Koko (Is) (O) (N) (F) (T) (Ch); Kolombo (I) (T); Milvo (I) (F) (T) 
(Ng) (O) (U); Alaŭdo (I) (〇); Korvo ⑴(Is) (N) (Ng) (T); Lanio (I); Maraj birdoj
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(I) ； Hirundo (Is) (F) (Ng) (T); Asturo (Is); Strigo (F) (Ch) (0): Pasero (F) (Ng) 
(T); Gruo (*);  Pirolo (*);  Troglodito (T); Kukolo (*);  Fazano (T) (U); Grafofazano 
(T); Hijodori {Microscelis) (Is); Onagadori {Gallus domesticus) (I).

Insektoj——Cikado (I) (T); Araneo (I) (Is) (F) (T); Muŝo (I); Moskito (I) (Is) (F) (〇); 

Libelo (I) (Is) (N) (F) (Ch); Formiko (Is) (Ng) (A) (T) (Ch); Flugformiko (T); Taba
no (A) ； Abelo (T); Talpogrilo (I): Cikado-Higuraŝi (Tanna japonensis) (F); Pulo 
(Is) (T) (Ch) (I); Halaori {Tryxalis masutの(Ng) (*);  Bujo {Similium) (Ch) (〇): 

Serpento (I) (Is) (N) (F) (A); Testudo (N) (T); Krabo ⑴(T); Heliko (Is) (T); Hilo 
(I) (F) (Ng) (A) (C) (0); Mimizu {Perichaeta)(I) (Is) (N) (F) (A).

Kreskaĵoj----- Piro (F) (Ng) (T) (*)  : Diospiro (T) (U); Pruno (*);  Kaŝtano (U); Sio (关)；

Acero (T); Persiko (T); Saliko (T); Saso (T) (Ng); Peonio (F); Rizherbo (F); 
Moruso (Is); Kverko (Ok) (F); Umeo (I) (C) (T); Rododendro (I); Stelario (Ok) (F); 
Bambuo (I) (F) (T); Batato (Is); Paŭlovnio (Is); Farbito (Is); Hordeo (F) (T); 
Kukumo (F) (Ng) (T); Kukurbo (F) (Ng) (T)・
La grandi让eroj en la rondaj krampoj montras la literaturojn referencitajn :

(A) Veter pro verbo de Aino (Met. Raporto, de C. M. 〇. Voi.7.1888).
(I) Klimat-raporto de Iŝinomaki (Met. Obs. pub.1926).
(Is) Klimat-raporto de Iŝigakiĵima (Met. Obs.1927)・
(N) Klimata raporto de Nass (Met. Obs.1934).
(Ng) Klimata raporto de Nagano (Met. Obs.1929).
(F) Klimata raporto de Fuŝiki (Met. Obs.1922).
(T) Klimata raporto de Takajama (Met. Obs.1924).
(Ch) Klimata raporto de Coŝi (Met. Obs.1934).
(O) Met. raporto de Okajama (Met. Obs.1925).
(U) Met. raporto de tĴakajama (Met. Obs.1918).
(Ok) Meteorologio verkita de Dro. T. Okada.
(*)  La veterproverboj, kolektitaj de N. Mori. 1917.
(**)  Jiĵi-ŝimpo, ĵurnalo, la 22-an de majo, 1934.

Kompreneble tiuj ĉi materialoj ne estas la ruto de la malnovaj metodoj, nur estas 
kelkaj ekzemploj. Sed tio montras iom al ni kiel niaj prapatroj, observante la estaĵaron, 
penadis por antaŭdiveni la veterŝanĝon!!

En tiuj ĉi metodoj, la plej grava elemento por antaŭobservi prave la venontan 
veteron estis la klareco de la okuloj de la koro.

Kvankam moderna veterantaŭdivena metodo estas ĉefe bazita sur la scienca studado, 
ĝi ne povas malatenti la gravecon de la okulo de la koro. Ni rememoru ke D-ro S. 
Fuĵiŭara multokaze skribis pri tio en verkoj kaj ĵurnaloj.

Iuj el la malnovaj metodoj povas esti utiligataj ankaŭ en mederna veterantaŭdiveno
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En la lernolibro a Kiŝoogaku=Meteorologio n verkita de D-ro T. Okada, la direktoro 
de la Centra Meteorologia Observatorio, la aŭtoro, prezentante kelkajn malnovajn 
veterproverbojn, diskutis la aplikvraloron sub la scienca vidpunkto kaj konkludis ke kelkaj» 
ekzemploj, t. e. la alta ĉielo, la halooj, trembleto de stellumo, ondŝvelo, orienta venta 
ktp. montritaj en supra tabelo havas certe Ia eblecon antaŭsciigi la veterŝanĝon.

Kaj alie laŭ la rezultato de S-ro N. Mori, meteorologo, la hilo de la studo antaŭdiras 
venontan pluvon antaŭ tridek horoj per la kvakkvako.

Li konkludis ke la hiloj sukcesis antaŭdiveni Ia pluvon 62-procente (meznombre).
Sed ekzameninte alian proverbon: " La milvo antaŭdiras la veteronv,li certigis- 

konklude ke milvo krias nur kaprice. (Referencu : Oosaka Asashi Ŝinbun, 23, V.1934 
kaj Meteorologia Raporto de IĴakajama Met. Obs. 1918 kaj 1919. Do el la malnovaj 
metodoj, iuj havas ĝustecon sed aliaj, malĝustecon, tial por prijuĝi la verecon de Ĉiuj; 
malnovaj metodoj, ni devas ekzameni ilin.

La veterproverbo de la provincoj ne estas tute sama koncerne al la sama objekto. 
Ekzemple en Izumo-provinco oni diras " Strigo antaŭdiras la belan veteron ”• Pri tio, S・ro 
Jakumo Koizumi (Rafcadio Hearn) skribis en sia " Glimpses of Unfamiliar Japan ハ: “ It 
(strigo) also cries, " Noritsuke hose! ho! ho!" which means; Do thou make the starch 
to use in washing to-morrow! and when the women hear that cry, they knew that to- 
morrow will be a fine dny・"

Sed en la provinco Aua, oni diras " Strigo alvokas pluvon." Laŭ la onidiro, strigo- 
krias a Furicuku ho! ho!” aŭ a Furicugu ho! ho!” kiu signifas: pluvos.

Pri tio ni havas malnovan verson: Maljuna strigo senĉese alvokas pluvon, malnova, 
arbo, malhela lunlumo....(老枭頻呼雨 古木月光喑)

——4——

En malnova tempo, multaj popoloj same havis la veterproverbojn. D-ro Humphreys、 

W・ J. publigigis pri tio la verkon " Weather Proverbs and Paradoxes" (Baltimore 1923).
En kompare nova tempo, iuj kredas ke iuj insektoj kaj plantoj certe povas antaŭsciigi 

la veterŝanĝon.
S-ro J・ He Fabre montris kelkajn ekzemplojn pri la insekto-veterantaŭsciigo en sia 

mondfama verko u Souvenirs Entomologiquesf Ĉtudes sur Flnstinct et les Moeurs des 
Insectes "•

S-ro Joseph F・ Nowack kaj S-ro D— raportis pri la planto, kiu havas la kapablon^ 
antaŭsciigi la veteron. (Kiŝo-Ŝŭŝi. Voi.17 kaj 26,1898 kaj 1907). [fino]
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內外エス運動展望
チェック公使出腐のチェックのタ

4 JJ 27日和蘭エス聯盟とハーグのチェック 

スロパキ・ヤのInfbrmo£ccjo共同主催にてア 

ムス テル ダムの Kransnapolskv と いふ ホテ 

ルの大サロンでチェックスロパキヤ公使lian 
Kmo博止の庇護の下に「チェックスロパキ 

ヤのタ」をもった。

Baas氏の開會の挨拶（:一般客に和蘭話で公 

使に對しエス語で）あり。公使がエス語の 

valoroをのべ最後にエス語でエス運動の成功 

を祈る旨のべられた。ヾanヽ、'ijk敎授及Polak 
氏のチェック阈の歷史及經濟的發展について 

の話。チェックの昔樂竽ありチェックのfiln:〇 
映寫Gliick氏エス語で說明。かくて大成功 

を以て終了した。

世界新敎育會議にエス文書き 

「日本女子敎育」を携厅

今夏イギリスのChelUnharnで開かれる第 

7囘世界新敎育會議CLa 7-a Tutmonda 
Konferenco de Nova Edukoto に 口 木から 

出腐する十數名の代表の一人たる神奈川縣高 

•津爲等女舉咬長新川正一 CNikkaŭa）氏は我 

々の熱心な同志であるがこの機會にエス文で 

書いた「日ネ女子敎疗」（ヾirina Edukado en 
Japanujo）といふ菊判48頁（豫定）の册子を 

印刷同會議へ携行出席者に配布される筈。猶 

同會議の副命頭は有名なエスペランチスト 

Bovet氏である〇 ・

野上彌生子女史エス語學習

文學評論3月號C新女性作家作品號）23頁 

,に次の記事がある。

野上彌生子氏の「海神丸」は最近エスペラン 

トに飜譯されてパリーから出版された。それ 

について作者は『わたしはエスベラントがよ 

くわからないので、長男からおそはリおそは 

リエス語版「海神丸」をよみ、たいへんいい 

繊譯をしてくだ!いましたと感謝してゐるん 

です』といひ、『——今はもう-f供を先生にし 

て勉强してゐるんですよ』に、……

これは大崎氏譯の「海神丸」のことでパリ 

から出たは記者の誤聞である。御艮男索一氏 

は高校時代からの熱心な同志であることは誰 

もしってゐる〇

エス譯「海神丸」はしanty氏その他から 

好評及激勵の乎紙が譯者の乎許へきてゐると 

の事。

名古屋汎太平洋博覽會につき報導

來年3 JJよリ5月迄名古屋市に於て展催せ 

られる汎太平洋平和博魁會の組織緣宦出晶種 

□名古屋の貿易狀況悸々についてUEA 
Heroldo de Esp.太平洋岸の !andtij asocioj 
へ名古屋エス會矢崎氏より報導した。He
roldo の4 ）］19 ”號には揭載された。又そ 

の事につき大阪朝口の5月13Ĥ名占用市内 

版に揭載された。

東洋文史硏究所から機關誌が出る

露木氏を小心とする東洋文史硏究所から7 
月15 Ĥいよいよ全エス四六倍判のOrienta 
Kulturoが出る〇 C_部30錢・稅2錢）

創刊號主要H次內容:支那上代の文化（露 

木）、アイヌ文點點描（五十嵐）、能面〔川村）. 

馬來睨話（宮武）等。

同誌は李FIJで本鄕區駒込動坂町228露木氏 

力眾近移轉）から發行。C振替東京!03523番）

オリン匕ック行の靑木博士

ベルリン制硏を意氣ごんで哺れの壯途にの 

ぼった陸上役員の中の靑井博士、トランクの 

中に何かソッと忍ばせて獨りニタニタしてゐ 

る。

なんだらうと調べてかるとこれはまた何の 

ことだ.忍ばせたはエス語の字書と書籍、い 

はれを聞けばかうだ、ドイツ語はお醫者だか 

ら不门由もないが、二三年前塔古屋を読れた 

フィンランドの選手と語ったときヽどうも言 

葉で因ったといふのでそれからエス話を習ひ 

出した。 . 二

こんどの一行は廿四ロにフィンランドの首 

都涪同地で一ヶ月台宿して猛練習することに 

なってゐるので、さてこそ、そこで、みっち 

リエス語を練習し上うといふ深慮からでヽエ 

ス益致員これを開いて、わがことのやうに型 

しがり、「さすがはわが役員だ、制刪は間迩ひ 

ない」と太皴判を扌甲してゐる。（大阪朝I」6 
B10ロ名古屋市內版より轉載）。
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日本エスベラント運動三十周年

祝賀記念雄辯會及晩餐會
6月13 ロ H本エス學诵、東京エスクラブ、 

東京鐵逍エス會合同にて三十周年祝賀の催し 

をした。

H本橋區本町一丁□二番地柬京實業組合聯 

合會ビルヂングで。當口は犬氮晴朗でまこと 

に申分のないよいIIであった。

雄辯會はT後2時半から同ビル第五階満 

堂にて次のプログラムにより開催。

開會の辭 靑木武造氏 

サルート 松崎ルミ孃 

東京における朝鮮人の生活金永•淳氏

田鎖氏は人もしるH本速記術の元祖である 

が明治39年頃にエス語を學びついで中絕し 

大正5年再び學習されたもの9本年83歳、 

脚をいためられ步行複分因難であるが演壇に 

たっては矍磔たる態变で滔々熱辯をふるはれ 

さまざまの思ひ出をシャレを連發しながら面 

白おかしく話し聽衆の腹をよじらせた。

後藤氏は東京物理旱校理がc大正初期の工 

ス運動のため活躍された人。物理罗校長中村 

稱男博士にすすめられ電車で通勤の際だけ勉 

强することにしてエス語をやったといふ昔話

神の星 

——上田 

正雄氏 

エネルギ 

一につい 

て——武 

藏倉治氏 

日本に於 

るエス運 

動——离 

橋菊藏氏 

協力—— 

朱文央孃 

エス語で 

著作せよ 

•---石黑

捷三郎氏
塚田正勤氏 頃無事終了。

をかたられ 

た。

鳴海氏は 

歌人。綠風 

歌といふ特 

殊形式の短 

歌を創始。 

明治39年 

からエスhn 
をやられた 

人〇エス語 

受難の話や 

その他いろ 

いろ話され 

た。

かくて午 

後5時40分.

アンデルセンについて

鐵道現業委員會について 

雄辯會について

伊藤趺雄氏 

等々力進氏

〔講評〕 小坂狷二氏

閉會の辭 多羅尾ー郞氏

司會は矢島英男氏。皆活氣ある論陣をはり勇 

敢に辯じた。松崎ルミ孃は匹歳C小學6年 

生）で松崎克已氏の遺兒。金氏は半島生れの 

若い同志eその熱辯は滿堂を傾聽せしめた。 

武藏氏は鐵道技師、若い連中にまじって勇敢 

にやられた。その他民网留咲生朱文央援の 

gestoは滿堂を魅了。最後に小坂氏の謁評と 

雄辯術にっいての心得等の話がもって雄辯會 

は4時半に終った。聽衆約1〇°名。雄辯食 

の直後噪餐會迄時間があまってゐるのでその 

時間を利用して丁度雄辯會へだけ出席された 

田鎭綱紀、後藤敬三、嗚海耍吉の三先輩の追 

憶談をきいた。

祝賀晩餐會は午後6時から冋ビル地下室 

の江戶橋序で佛.された。總勢116名といふ近 

來のレコードをぬく盛大な映姿诵であった。 

食堂も豫定を超過して人まごつきであった。 

黑板博士を始めその他の古い同志で所川のた 

め、出席不能の方々が相當多かったのは殘念 

であった。食歩の後學會理爭長人石和三郞氏 

司會の卞にまづ同氏より30周平を迎へた祝賀 

のよろこびをのべついで久保貞次郎氏が若い 

エスペランチストを代表して古い同志に感謝 

し併せて若い同志の心がまへをのペ次の順序 

で占い人々の追憶談があった。

ガントレット氏ーー明治33年講義錄を出 

した。ガ氏の思ひ出話。Cエス語）。

中H覺氏----明治38年ペルギーでエス話を

學ばれた人つハルビン行の昔話を興味ふかく 

語られた。（始めに少しくエス語で話された）。
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第十回

北陸エス

於富山商工會議所

〔寫眞說明〕右より〔前列;）菅野祐治.岩山宗一郞ゝ野村理兵衛. 

由比忠之進、角丿も君子、田中富止子・松澤喜作、〔中列〕角尾政雄、 

松山周次、志甫三郎平、大塚正之、荒木幸雄、柳田孫治、余川久雄. 

〔後列〕伊藤春夫、蓝澤兵泊、平岡件一、松本常霓、深井正淑、山村 

義信、中上淸、木津正志、岩橋正一の睹氏諸孃。

ヘフ

大

ン 卜

5月3 H

北陸エスベラント 

勒盟はその第十囘大 

命を去る5月3日 

宮山商工會議所に開 

き、折柄開催中の日

滿牌と呼應して氣畑をあげた。參會者23幺、 

臨席警察官2名といふ物々しいものであっ 

た。次の如きprogramoにて盛會裡に終了し 

た。

午前10時開會

1. 君ヶ代及エスペーロ齊唱

2. 開會の辭ーー大塚正之氏

3. 大會々授に由比忠之進氏を推す

4. 同會授挨拶

5. 地方會代表挨拶・

木津正志氏（金潭エス會:）、角用政堆 

氏（:高岡エス會）、松澤喜作氏（五百 

石エス會）、屮上淸•氏（金澤醫大エス 

令、、野村理兵衞氏（城端エス會）、岩 

田宗一郞氏（川町エス會）・余川久雄 

氏（富山エス會）・松田周次氏（日本 

國民速記協會北陸支部）。

& 祝詞、祝電披露

九州エス聯盟、七尾エス會、人屋工 

ス文庫、名古屋ヨゼフ•マヨル氏、東 

京石黑彰彥氏。

7. 協議會ーー機關誌繼續發行に關し、渡 

部降志氏及 岩田宗一郎氏よリ提案あ 

り、滿場一致繼續斷存、城端野村理兵 

衞氏をdirektoroに推蕊する旨を可 

決。

8. 第11囘大會を金澤市に於て開催と 

決定。

9. 閉會の辭、平岡伴一氏

10- Tagiĝo合唱、記念撮影

午後12時終了（富山エス會報）

藤林房藏氏ーー明治40年エス語學校第3囘 

卒業生の一人。今H迄協會學會を通じて會口 

として殘ってをられる方。昔話を少し初めら 

れたが輕い眩暈のため中途ではしをられた。

下瀨謙太郞氏——元陸軍々醫學校長。明治 

35年にエス語を學習された先覺者。日篠戰爭 

中從軍の醫科大學敎授等の佩用した徽章（下 

瀨氏考案）が偶然にも綠星章と一致した。奇 

緣その他につきかたられた。

安孫子貞次郎氏——明治36年頃からエス 

語を學び明治44年歐洲へゆき英國でワシン 

トン人:會へ行くザ购士にあったことノヾリの會 

亀に出たこと等々興味ふかい昔話がちった。

大井學氏----明治39年以來つづいてやっ 

てをられる同志。昔の文通の友の話やその他 

花もひ出話をされた。

佐々城佑氏——明治39年以來の古い同您。 

織濱時代の昔話をされた。

小坂狷二氏——上記の古い人々についての 

思ひ出話。特に逸話を話され非常に面白かっ 

た。Cエス鉛） . ：

次に maloftaj gastoj として Alexander 嬢 

今夏英國Cheltenliamの世界新敎育會議出席 

の新川正一氏・仙来の菊澤季生氏、橫須賀の 

松葉菊延氏のsalutojがあって後10畤20分 

盛會裡に散會。

猶同食堂のatendejoには古い昔の寫返が 

數十葉陳列されて昔をなつかしむよすがなっ 

た。

前頁寫眞說明。上は雄辯會〔壇上松崎ルミ 

孃）。中央は晚養會場で。立てるは小扳氏そ 

れから左へ佐々城・藤林、下瀨の諸氏（その 

左に中口、安孫于、ガントレット、アレキサ 

ンダー孃がゐた。〉食卓こちら側左から2人目 

菊澤.大石、大井の諸氏。この寫诡は同志木 
全白羊氏が撮影下さったのです〇
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全國各地報道

投爲注克:
1. 日本文にて・なちべくハガキで・迅速に•簡軍に。

2. 締切大體前月18日（18以後到着のものものせろこ 

とあり）。

3. 地方囱誌を以て報道に代ふるをえず。

4. 寫施は裏に必ず何の寫減かといふ說明記入の車ご 

寫眞ば返送せず資料として保存す。

東京
★早大エス會----毎週火土13痔よ

リ2時間硏究會をもつ。テキスト

Andersen の Fabeloj II.出席 4 -5 名〇 H ド 

會報8號發疔準備中。

★東頁商大專門都エス會——昨年來和々運動 

してきた我エス令も文藝部內エスペラント硏 

究會といふ名前で最近誕生した。現在命員約 

20名。每日晝休講習。本年4月卒業され大阪 

へ赴任された先輩吉H1雄兄は4リ黃泉の客と 

なられた。仝阈の同志と共に心から哀悼の意 

を表明する。〔村振一氏報）。

★婦人エスペラント聯盟（Ligo de Esperant
istinoj Japanaj）成立:--- 旣後の通り日本に

於ける婦人同志の大冋團結を期した婦人聊盟 

が6月4 口愈々成立しました。仝阈ろ娠人同 

志の御支持を期待します。聯盟に闢する問合 

せは下記へ。

束京市王子區下【條町1129萬瀝まき子 

◊婦人エス聯盟土催女了-講習會:—姑人聯 

盟では最初の仕爭として婦人のための初等講 

習伶を6 nii日上り學會講義室にて開催し 

た受講者十數名。栗山孃播淳の下に熱心に講 

習を受けてゐる。

★磯部幸子孃渡米送别及び婦人エス聯盟成立 

畝賀の會:——6月4 口夜、本鄕森永に於て。 

參會苦は京濱の熱心なサミデアニーノ十數 

名。磯部嬢を中心に婦人による國険親善の現 

狀や將來や.婦人エスペランチストとしての 

抱負等を愉快に語り合った。8時に磯部孃は 

御多忙の爲退席された。その後で婦人エス聯 

盟準備委員份より純過報吿をしゝ一同協議の 

上規約案に少し訂正を加へ、常任委員を選ん 

だ。委員長は萬谭孃に決定。盛命裡に6時散 

會した。 >

★磯部孃渡米一6月11日東京驛發渡米の途 

にのぼられたく秩父丸）。當口學會から小坂、 

岡本、三宅、その他の同志、婦人聯盟の諸孃見 

送る、横濱では同地の同志多數見送り小型撮 

影機でfilmigiした由。

★マラン氏離京 一昨秋來束京に滯在し東京 

の同志と交遊しLI本硏究に榊進してゐたペル 

ギー人マラン（Marin）氏は澤山の忘れがたい 

思ひ出をのこして去る5 /J15 H東京をたっ 

た。岐阜から新宮の方へ出て九州へゆかれ 

た〇 , 

★學會水曜日例會——ながらく Fabeloj 111. 
講義屮の所8〃からしa Rabistojを講義の 

こととなりました多數の參加を希聚します。

★淺草エス會（Asnkusa Esperanto-Societo） 
——旣報の如く 6月5 口19時學會階上にて發 

會式擧行。岡本.三宅、多粋尾、佐久間（權 

濱）その他の諸來賓も臨席され25名の多敷 

にて盛會。事務所は牛込區喜久井町34渡部 

秀男カ。會長渡部秀男氏。委員、松本C敎疔）. 

並木、高部、大橋（圖書：）、石黑営（企畫人 石 

黑捷〔例會、記錄）、仲野（會計）、エス語にっ 

いてのあらゆる調査硏究資料作成に盡力する 

ことになった。仝國同志の御盡力御按助をお 

願ひします。

淺草ク > シードは同會の例會をかねること 

になりましたが從來通り一般に開放してをり 

ますからおいで下さい〇

^Elektro-Esp.-Grupo----- 6 月12 日銀座明菓に

て。光のコロナ現象（岡本）、手のアンテナに 

つきc高木）の話あり。◊事務所を今囘東京市 

本鄕區神明町453高木貞一方に變更しました。

橫濱
★播濱エス協會♦ Verda Jupitero 
（木曜例伶ーー〇5 ）J 21H □由會

話13名。〇23 H第6囘總命。20名。各部

報吿後新盪員を選任す。有志提案に上る決定 

事項は1.會報を季刊とすること、2.績極的 

普及宣傅、3. K.K.K.L.の復活を講ずる。

尙昨年度概況は各部とも良好。の6 〃 4日白

Somera Esp・ Hejmo
エスクラピーダ•クルーボ主催 

一般の參加を歡迎す。

時:7 J121-25 口の5日間

所:伊豆國戶田・東京帝大寮

c沼津下車發動機船で戶出港までゆく） 

費用:1日約1M C食費付）

!日でも結構です加ら御參加下さい。前もっ 

て申込れなく C突然御來訪され）ても結構です 

東京帝大翳學部エスペラント會
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由會話。12 名。Oli 0〇 12 名。delegito 飯 

FH氏よりUEA移轉問題につき報吿あり。全 

員ロンドン行賛成。

♦YMCA-Esp-Grupo—適例會每火金19時よ 

り.會話に力をそそいでゐる。出席8名。横 

濱英語學校では5月中旬より初講が開始され 

た。講師松山氏。用書短期講習書。每火金18 
時半より。...

.Rondo Amikino 週例會每木17時より 

Verda Jupitero會場にて6月7日湘南大楠 

山に遠足を催す。・• .

・河合氏來訪——名古屋河合直次郎氏5カ初 

旬上京の歸途來濱された。JEAのGes-anoj 
と交敗され〇尙5月下旬に淺草クンシードの 

同志兩废來濱市內見物。

♦縣下の舉會長諸君につぐ——-5丿］上句一ニ 

の新聞神奈川版に「横濱市內の某エス會がス 

バイ嫌疑で取調べられてゐる云々」といふ書 

出しでデマをかいた記事が出た。我々こはな 

デマにおどろいてはゐない。各命とも盛會で 

ある〇御安心あれ〇

T和 ★浦高エスペラント會——05Jj16- 
ZI,J fl17U第四囘展覽命を開催した。學會 

その他から材料をあつめた結果數百名の入場 

者があり書物も资れた。◊初等講習を6月初 

旬に終了、引績き會話の綽習開始。◊中等科 

を同峙に開講した。◊夏期休暇には合宿を行 

ふ豫定。場所は長野縣上伊那郡の會員宅。約 

一週間。

浦髙展戰命。左より〔前列〕松本、細⑴、 

エス語功や、隔地會辰、菊地、窩山。〔後 

列〕土屋.笹山、守隨、高橋、野上、島 

地夫人、河合、宇治、市川、深谷、早川 

の諸氏。 •

仙臺
★仙臺エス會——猪川、菊澤、前田、 

菅原氏指導の初等講笛は6 ” 8 ”終

7〇 ifiちに20時からYゝICA □本間で懇規 

會をひらく。弼習生を代表して柳橋元利氏工

ス語で挨拶。各自自己紹介あリ。出席30名。 

（内21名は講習生う。尙この隣習會は萩谷、 

道家、石川の諸氏に負ふところ大。

鈴木北夫氏の計
仙臺エス界に於てそ 

の人ありと知られた

鈴木北夫氏は束北大學病院小兒科傅染病室勤 

務中の所去る6 JJ1711殉聡された。191!の葬

儀には仙まエス會を代表して菊澤季生氏仙鐵 

エス伶を代表して石田ノ'、朗氏エス文弔辭をよ

む。尙學會その他より弔電があった。我々は 

全國同志と共に同氏の死が我國エス迹動に大

きな扌II火を與へたことをかなしむ。ここに談 

んで御遗族に哀悼の徵意を表明致します。

★初等講習倉は小檢エス協命、小檜 
小协 佛敎エス會共假で6 H1I!より1週 

間輦徳寺書院にて行はれた。參加者17塔。 

用書は短期満習書。講伽は福出仁一・氏。の6 
月8【1札幌相澤治雄氏來訪、高橋、坂下、褐 

田、參集し大會に就いて協議した。ぐ6 JJ14 
日高橋要一氏札幌エス會を訪問した。

6丿］1日初等講習紀念。が徳寺書院に於て

★小樽嵩等商業學校は在來エス語の學習に對 

しahfa voraであったが、今囘の初等;育習 

命のafiŝoに生徒監の許可印を捺し學内に揭 

示してくれた。その結果名の參加者を得た。 

★小樽エス協會——會は第一・第三7皿趴 

南小樽驛前福田宅にて、用書:フランス爲。 

川席あ¢7名。

★小樽佛敎エス會一例命每〃囘集合。用 

書;Ezopo. B師:藤川哲藏氏。出席者1〇名 
内外。 ゝ- 、: 严ご

★エス會送會——第二、第四水礎オリンピッ 

ク喫茶店にて.每河出席者8, 9名。
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•川じ冲 ★學會帶鹿支部——4月14ロザメン
'"虫 ホフを憶ふの座談會を千秋庵三階で 

他し、新舊同志20餘名の參加を得。エス語 

大衆化を論じ盛金だった。〇5 JJ 6 □副會長 

营沼氏は扁桃腺手術のため宮坂病院入院。見 

舞人は賂んど同志だが話はエス語。それに刺 

戟されてか病院の藥劑師看護婦合計4名は 

ちにエス語硏究を始め講習會へ參加完仝に病 

院を綠化した。05 JJ 26口初尊講習終了。 

引續き中等講習をつづける。

. 0 ★苫小牧エス會 〇4 JJ14019 
占り、仪 咗より岡短宅に於て本年慶第一囘 

初溝。川書井上エス讀本。受講者全部工業生、 

出席19名、以後毎週土曜を初講に充て每囘 

10名內外の出席あ5 0 .018n〇岡恒、札幌工 

ス會訪問17時より藤本氏宅にて人會灌備具 

體案に就き協議す。C5月21日。工業生同志 

修學旅厅の途に就く。◊30日。岡恒ゝ鵡川に 

今氏を訪問、御多忙中を日本大會其他に就き 

懇談、猶氏は近く同好の士をつのリ講脅會開 

他の由である。06丿J 4 ||。岡恒、工業敎箴 

野町氏を私宅に訪問、生徒のエス語學習其他 

に就き懇談猶氏は旣に學習を始められ來る24 
河日本人金參加を約された。07 ロ 20時より 

岡恒宅に於て初沸終了後修學旅行隊同志訪問 

の話を聞く 〇 〇1〇 !I19時より第二囘水曜例 

令、各會員の都合惡く出席4名。以上

札幌
札倏エス會ーー〇6月7日。相澤は自 

轉卓にて小樽を訪問翌8 H高橋氏を

訪問、福田、放ド氏に命ひ、大會について會 

談す。〇6月13 [!〇仁岸、阿部、村山・太 

丸氏尊7名大會、特に展覽會について打合せ

のため帶廣市を訪問したc 片14n〇小權

より高橋氏□轉匝に來る翌15ロ浪越氏宅にて 

木村氏、阿部、太丸、村山諸孃と集介して大 

いに話に花を咲かせた。集合は毎週水曜行は 

れて居るが大命の相談で持切りである。市の 

名よ訪問とか同志訪間のため多忙を極めてゐ

る。
厂★富山エス禽——◊今囘役員を下記 
国川の如く改選:询・長平岡伴一（富高敎 

授）、幹事五艘辰男C小學敎員）、岩杉正一（慶 

業'）・馬場ハ十松（郵便局員う、顧問:渡部隆 

志〔富エ敎諡）、余川久雄（銀行員）、人塚正之 

〔銀行員）。◊今秋「萬國ポスター展Iを開く 

計畫のもとに6月8 II各國了餘の冋志に宛て 

て依頼狀を發送。なるべくエスペラントに因 

んだものを多く集めたい意向。◊mona® 
kunsidoは今後?HJ15 fi19時二番:！]映畫 

劇埸向ひゝノ、コペ喫茶店1階で開催のことに 

變更。◊先般當巾在住の名士に對しエス話に 

關する質問狀を發送せるに9名の返信あり。

5月271!付富山タイムス紙上にこれをまとめ 

て發表した。 ・ ・’

へ浓 ★金還エスペラント會一一さきに坪
心/が m一男氏を失って一大打擊を受けた

金澤エスペラント命は今また大正13年來の 

babilantoにて桝野氏さえ存在すれば金澤エ 

ス會の衰滅するなしとまで云はれた中堅人物 

桝野助治郞氏及同じく大正13毎來の同志に 

て.理論及技術方面の一人者たリし淸水順吉 

氏を相次いで失ひ大打呼を被むる事となった 

が之に屈する事なく由比忠之進氏釆配の下に 

新陣容をととのえて新人を獲得して一大飛躍 

をはかる事となった。

先づ往年の鬪士にて元氣滿々たる吉川友青 

氏を宣傅部長にすえて對社仟的爭菜に專任し 

て頂き、機關誌ノルダステー ロの發行には新 

銳伊藤な夫氏之に寓リ、宜傅、企站、栈魁誌 

のかかりとしてハ面六特の働きをした坪田氏 

の後任を定め、最因難”命計、圖書の事栗は 

荒木幸雄氏Zに當り矢徳.平石、永心、木津 

の諸氏が遊軍として之導を助ける步となっ 

た。、

乂ーカ金澤商業の方は菅野氏の大努力によ 

り受講生約50餘名を得て今口ほとんど公認 

のあŬさま金選一中同樣校友會の一部となり 

得る1丨も遠くはない爭と思はれる。乂金澤蓉 

大の方は一頃から見て幾分落氣味であるが中 

上氏の努力によリ再び隆盛のロを見るのも近 

い事と思ふ。委員の顔觸次の如L。
會 長 瀨川直禮 森町1番丁 6
總務、 會合 由比忠之進 同 2番丁15

吉川友吉 片町91
金澤エ ス诈 嚟會金澤支部ザ務所

松ni jaj次 新堅町 1-54
會計、 圖書 荒木幸雄 御徒町 5-3
機關 紙 伊藤餐夫 彌生町 4-12
醫人工 ス會 中上溝 山崎町18金子方

金商工 ス命 菅野祐治 上鶴間町4390

例會03月26日。9人。坪田君の追憶談に 

ふける。〇4月2 ||0 3名。9 || 3名。16 [| 
本□桝野、松田、・由比、中上、濾水の六人出 

席海神丸の輪讀淸水氏本F1急に上阪する事と 

なり金澤の地を去られる事になったので最後 

のお別れに出席、一同爭の怎なるに驚く。◊ 

i9noネ舛野氏靜岡へ轉住との寢耳に水の如き 

報知あり香林坊魚半にてささやかながら送別 

會を開く。事餘りにも急なるため一同に银知 

するいとまなく會するもの由比、吉川、榊野.
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荒木、菅野・松田の六人のみ13ケ年の金澤エス 

迹動を顧みて感無眾であった。020日。深夜 

桝野氏出發見送るものエス關係者、瀨川、吉 

川、松出・中川の4人。〇23日。5 .«〇 030 
日。8名。伊慰秀三氏初めて出席。初等講習 

實施のため糧々準備を行ふ。吉川氏出席犬々 

的氣烟をあぐ。〇5月6日より西町商工會議 

所にて懐40囘初等講習會を開く。每遍月水 

金の3囘にて15囘受講者は14名で割介少か 

ったが皆熱心にて出席率は全期を通じて90% 
め好成績であった。川書初等牘本、3名。交 

替指導に當る。由比、松田氏共出昭、旅お等 

にて中上氏の努力が大きかった。月17 
flo坪HI君の迫悼角を行った。丁度防空演習 

のため出席者は少かったがしみじみと故人の 

爭ち語り合った。出席者坪田氏父君、姉君、 

伊廉〔春夫）、和坂、瀨川、由比、宗廣、松田、 

田中（仕）近藤Cir.）の諸氏諸孃。

l!（j・门 ★岐身エス會一5月5日12時32分 
蚊.亍岐阜驛着大阪エス會福原扶美子孃來 

訪、柳原、板橋兩氏出迎へM覽會へ案內。同 
孃のエス語が厅人の人目をひき宣傅價値は 

100%〇 〇5 JJ 23 14 Marin氏東京よリ訪間。 

岐阜新聞・訪問。潮飼を見た。

仇［冃ー］.★四日市エス會——最近各自多忙 
U ，U の爲集會不能。06月7 II吉岡氏 

桑名エス命を訪問。廻覽雜誌印刷につき協 

議〇

ナ旷 ・新星會——每土曜19時より 
フ7乂 <c TIorn（）j sur Ia Tero n の輪讀卩例 

會は都合に依り當分の間屮止初等講も會—— 

6 JJ19| !より每週1囘金曜| |19時よリ用書井 

上氏エス讀本指導者兒 氏受講者8名。

★ナ阪外語エス會——新しく前田君を迎へた 

本角は4リ27 |1より5月29 □迄每週か水金 
曜日の書僅みに初等講習を彳j・った。15名參 

加。淺片敎授を楽北帝大へ送り先輩宮本氏も 

亦本會を去られたが傳統の强味で新舊同志一 

同今後の活躍を誓ってゐる。

育疔 ★蛊知工スクラブー〇6 J114B14
冋如時高知市屮烏町カフェーブラジル特 

別室にて初夏懇談會を開く、藤田會長話義硏 

究 Skoto, protokanajlo, fitoterapio, kosn!〇・ 

ĥemio.枚な氏Esp.と阈家主義〇森氏Esp
ismo- 橋田氏エス通信、松本氏エス詩の作り 

力、f-ino屮村 Kspと私、辻氏趣味と 出p. 
出席7名。後bulteno編輯協議18時散會。 

◊民謠作品社主幹橫山正春氏の御援助により 

縣下詩人に運動する。

◊大每简知版の會台豫吿に感謝。

丽口 ★學會蕪岡支剖一月例會6月150 
丿丽I山］1時より、橋口町胆州屋にて開催。

6名〇 KEし大會共他につき幹步より報吿の 

後!ibera paroluzo を行ふ〇

★九大エス會一一5月下句より出學部大島、 

江崎兩敎授指導の下に每週I囘講習會開催中。 

聽、講者15名。〇5 ）］12 R18時よりエ學部 

學生集會所にて日本エス運動3周年祝賀の 

意味を兼ねて懇親询を催す。出席者大岛敎授 

はじめ先輦學生19名、尙學會支部よリ堀內 

幹#の參加あり。定刻川關氏開角の挨拶を述 

べ晚餐を共にし、續いて自己紹介、先輩の希 

望感想談あり、最後に大局敎授のエス語の輪 

驟についての講話あり盛會裡に21時過ぎ散 

會す。尙本倉にては最近思想善導の意味を以 

って人み當局より訓疗費として補助金を下附

された。

/-拆行橋エスペラント會ーー種々の事情 
彳,れ5 のため長らく休會中だったが本月16 

日久しぶりで南氏方に會令。九州エス聯盟本 

部よりの諮問事項四項目に就き協議囘答。次 

囘よりの例會は月2囘おー、第三土曜Ŭ19時 

30分より22時まで、會場は當分各佛貝廻り 
持。・ ：I •；

宀ト ★宇土エス爾組織變更一從來書記 
于上 C市原）一任め會務を分って次の如く 

した。會計源ふみえ孃、圖書、西規佐子孃、 

宣傅江旧威臣氏、書記（敎育、通信九市原耿 

路氏。市原氏は九州聯盟の代表幹事を辭退 

し・後任には菊川寳城氏參加、尙仝會貝を二 

地區に分ち、第一地區は別に委員を設けず第 

二地區代表には上山正男氏が選擧され事務の 

冏滑を計る事となった。

处卩 ★宮崎エスペラント書——4月19 
已咆 I」珍らしく暖かい□曜を市外ーツ葉 

濱へピクニ-コ。參加者杉田氏の1/2歳Q赤 

ちゃん迄いれて總勢23名。ゆらく•かげらふ 

の山砂に壕を掘り、松毬を拾って飯盒を掛け 

る。出來上った粥の樣な御飯も賞味されるに 

ぎやかさだ。春の一日を味ひ盡して15時過ぎ 

引上げた（次頁寫眞參照ル04刀開講の初講 

は6丿J 一杯を以って終了の見込なので引續 

きEzopoを講ずる筈。從來の例に反し受講生 

の出席率良好なのを喜んで居る。◊宮崎エス 

會では「新しい村」を訪間するベルギーの同 

志C過般東京に滞在中だった;）Marin氏が6 
月1〇 □午後突然來訪したので其夜歡迎茶話 

會を開いた足跡世界にあまねき此外人エスペ
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ランチストの流暢な話巧なゲストに皆聞きほ 

れた。宮峪エス金が迎ふる最初の外人エスペ 

ランチストとして此人を得たことを紹介者舉 

會久保氏及比嘉氏に感謝する（寫诞參照〕。氏 

は渡部、杉山の案內で宮崎近郊の乞勝舊蹟を 

賞し12 IJ鹿兒らへ向った。

右より〔前列〕I峪村、菊池、Marin,杉 

田（笑;）、杉田Ĉ正）、瑛九ゝ〔中列〕渡部、 

占田、川野、木部・〔後列〕中川、山下、 

兒玉、大坪の諸氏諸嬢

欣初等講習は月、金曜エゾポを硏究しなら渡 

絆の指導で會話練習中、例讨は火曜日盒合 

Znm.讀本輪讀中。

★會畏日野博士は滿ニケ年の滞歐を無事終了 

過日歸宮された。近く 土産話が聞加れる答。

-时rr ★臺北エス會——久しく沈滯の狀態 
经此 に置かれた本會では淺丿I:惠倫氏の臺 

北帝人赴任を機として再起すべく 5月29日19 
時より新公園協和會館に會合を催し淺井氏歡 

迎會及夏期講習に就て打合せをなす。ひ5 JJ 
28□淺井惠倫氏着楽臺北帝大文政•學部言語學 

を擔當さる。06片1日マニラへのエスペラ 

ント旅行の途上三巫縣の林好美氏來臺、同志 

數人にて市內を案內し、2 H19時より甲斐氏 

宅にて歡迎茶話會を開き歐洲エスペラント旅 

行談はづむ。C安田氏報）

新聞雜誌とエス語

★九州新聞（2月26-27日）——阿部匝之助氏 

の女學校と世界話を駁す一岡本好次氏。

★九州新聞（3乃22日）一神斥產婆養成所 

エス語採用の記※。

★九州新聞¢4月13-17 n）——ザメンホフ囘 

ffiーー中川年男氏。

★九州新聞C5月1fi）―文學懇談會の記 

韻・•〇

★なんぶう（6月號）——エスペラント講座 

——加釀孝一氏。

★東京日日新聞（6乃16,17,18 H〕——エス 

語三十年（野原休一氏）。

★萬朝報（6丿］17,18,19 20,21口）——私の 

生活に勇氣を與へたエスペラントC秋R1雨雀 

氏ん ■

★東京H Ĥ新聞C6月10 H）——瓏人便節あ 

す渡米として磯部孃を紹介く因に同孃は東日 

の米國三人新聞宛のメッセージを携仃した）〇 

★人阪每日新聞3 JJ10 0）—同上記事。

★河北新報（6 ）\11,12,14,16日）——仙廉 

エスペラント運動の思ひ出——菊澤季生氏。

★河北新報C6月?日室の內と外 仙毫工 

ス會主催のエス語講習終了親睦座談的記が。

★ くろだいや新聞C5月30「［）—福岡・熊 

ネ兩縣ドエス令合同・ビクニーコ紹介〇

・北海クイムス（5月30日釧勝根比皈—— 
帰廣のエス語熱を寫眞入りで紹介。

★人阪朝II新聞く6月10日名古屋市內阪）—— 

オリンピック陸上役員靑井博士がエス語の書 

轄をトランクに忍ばせて彼地で賞地に練習す 

ると「聽音機」欄に紹介。

★宮崎新開（6月111」）——新しき村を訪問 

せるマリン氏を紹介。

★都新聞（6月10日）——エス語卅年祝賀會 

豫吿記事。

★新愛知C6月17日）一同上豫吿記雪。 

★"刊工業新聞¢6月17日一同上記爭。

★讀陵新聞（6月17 ロ）ーリヒテンシュタ 

イン公國よりH本の柔道修行に、クルト、力 

ウフマン博士が近々來朝すると。

★民謠作品（第5卷叢5號）--- -岡本好次.

松本冷鹿兩氏のエス譯詩あり〇

民謠作品（第5卷第6號）—— 松本冷鹿氏の 

エス譯詩。
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★文學評論¢4 JD —— ロ本プロ美術のスタ 

イルについてCポリスソコロフ エス文手 

紙の飜譯。 "

★文學評論C5月）—— ソヴェート文學愛好 

者からの手紙——エス文手紙の飜譯。

乂•文學評論（6丿］）——連載の文學勉錢の基 

礎はエスペラント通信によって得られた旨附 

記されてゐる。

★新潮CG JD——德永显氏の「ソヴェー卜・ 

ロシアの文畏敎程は上記文學勉强の基礎」の 

紹介文であるが、諜者が若いエスペランチス 

トである旨紹介してゐる。

★峙局新聞C156號）——ほんとに樂しい僕 

らの職場（ソヴェート通信）。 ・

★時局新聞C160號）——郎らかに快活に僕 

らは勞働する（ソゲエート通信）

★臨床藥嵌（5,6 月號）----Kian gravan rolon
luda» la dento ?——久保義郞氏（_R・〇.助載） 

を和譯したもの。譯者田畑喜作氏。

ANONCETOJ
〜ー 一”一丁・一一 _ ・・ い・・' ™

Akeg:irasu-I I aja
La Japana Spirito

tradukis Ooliaŝi-Kaiziro

佛敎學者屮異彩を族ってゐる曉烏敏氏著「H 
本精神」C元北國新聞に連載好評をえ後改訂し 

單行本としたもの）のエス譯出づ〇譯者人橋 

氏は7C東都エス語界で活躍された方。譯文流 

麗。大和魂紹介の好苫なり。菊半截1（）〇頁 

餘。價50錢•送料2錢學令にて販次ぐ。
一 - ---- ・・・ ’— ----------

最近橫濱市中區山下町9番佛郵エム・エム 

汽船會社へ勤務することになりました。

出沼利■男.

地方會機關誌その他

Spaco節約のため內容中分雄多きも 

乙特色あるもの二三を紹介。大さ明 

記なきは半紙半截型とす。

★Verda Ombro C長崎〇 ¢5 JJ 號）菊判 24 頁。 

+ Vojo （熊本）C6 號）菊判2頁。Kego 
Rosko malsaga （Icihara）.
★La I umo （名古屋:（第 2 號）18 頁〇 Kien 
iras, Gejunuloj C山田］。

★ T>a Elektrujo （億氣）C6 月號）15 頁。Nuna 
Stato de la elektrent repren i en Manĉurio.
★Sunfloro （神戶）（創刊號〉菊判10. FI本 

古代の舟〔田口）。バルプロとエリコ。ドレー 

ゼ ンの «（4學枝術用語の域!際化の問題に就い 

て》を議んで。・

（神戶市灌區大石22の29若松方ヽ大屋工え 

文廠發行。月刊）

★La PUnto （苦小牧）C3號）菊判52頁。 

Eksperimento pri tera ecaro （恿本）〇

★ La Fervojisto （束京〉（5月號）菊判14頁。 

Floroj kiu］ floras el larmoj （莹原）。

★K. E. L. C九州聯盟）第13囘九州エス大 

會報吿書。

★La Paco （京都）（14號）菊判〕8頁。こ 

とばのいのち（柴山）〇 Nigra sento （Kanamtz）. 
★La Lumo Orienta く京祁）¢6 月號）菊判!6 
貞〇 Sentimento en malfrua printempo （吉田）〇. 

★Verda haveno C横濱う（36號）菊判8頁〇 

Saluto al Jokokamjij Gesamideanoj Q吉田）〇

★ Forta Voko GĴL降聯盟）（6 月號）18 頁。 

英語敎疔按書の發刊に就て（营野）。

★Bukedo C京都婦人）<4月號）28頁。Vizi
tinte la templon Ilooijuji 原）〇 Verda
edzino C木村）〇

★Sunfloro C神戶）C2號'）14頁。□本占代 

の船（田口）。

★ La Libero （岸和山）C6 月號）12頁〇 Jesuo ? 
Ŝin ran ?（屮西 ノ

★Eĥo （岸和田）（4 月號）。2 頁。Prila verda 
estonteco de K. E・ S. （Degami）
★Kho く岸和田）C6月就）〇 2頁〇 しa stelo C川 

崎）。

★La Bulteno de T. E. S.（富山）C!號'）。2' 
Ko

個人消息

★淺井惠倫氏——今年早々和昭貂學より歸阴 

されましたが去る5 J】臺北帝阈大學助敎授に 

御榮轉御赴任された。

★尖戶圭一氏——京都で永らくエス運動の丘 

働らかれてゐた同氏は6丿］ハ幡市黑崎口本タ 

ール工業株式會社へ入就されハ幡がへうつら 

れ同社祖.宅にすまはれることとなった。同氏 

が北九州での御活躍を祈る。

エスペラント•その槪要および學び方

「エスペラント•その實用および學び方」と 

してこの前發行してゐた宣傅小册子を今度改 

訂して上の如き表包で發行。これは今後注傅 

用として御頒布に限リー部五厘（郵税:は十册 

以下は册數に拘らず二錢お送リドさい。十册 

以上は當方負擔；でお頒ち致します。C實費ー 

部一錢以上ですが不足分は後援で货摊しt 
す。;）大いに御活用下さい。 二
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エスペラント運動後援會報吿

6月20 11（土:）午後2時一7時。學會階上に 

て、第3回幹爭會開催。出席幹事。美野田琢 

腐］小坂狷二、三石五六、大木克巳、原山三 

馬、酒井鼎ゝ久保貞次郞、學會事務部から岡 

木好次、三宅史平出席。

小坂氏議長。

報告事項く幹事命承認）。

1） ビラ、バンフレット係の久保幹事、學會 

の從來の「エスペラント・實用及び學び方」 

の改訂を依囑され、學會編輯部の訂正した 

ものを更に檢討し、印刷所へ廻送、一萬部 

印刷の豫定。

2） 支出（カッコ內の數字は前號報吿緣第項 

nの數字）•

a） 10.00側エス運動三十周年祝賀娜辯僉

會場費一部負擔C他は學會、架 

京エス俱樂部共同分擔）CS）
b） 5.001H!エス運動三十周年祝賀會及び

新川正一氏渡歐、ニュース、 

全國216社へ配布費。CD
c） 22.0014« ikli fi 6 D 19 FI 朝刊エス

ペラント廣吿〇 （2）
（以上原田幹事報告）

三十周年祝賀雄辯會は、內地報導にて御覽 

の通り、盛會に終了、緬く晚餐仰は110名を 

突破した大盛況。このことは6月9 Hのラヂ 

オ、ユユースに放送された。其•他、都新愛知ゝ 

II刊工業新聞等に報璋さる。東京ロ口新聞 

C野原休一氏）、禹朝報秋山雨雀氏）のエスペ 

ラント運動三十年の囘顧ノ記爭を載せられ、 

一般讚者の注意を喚起した。

<b）のニュース配給は6 JJ14日發送、目下 

のところ市民ロ報北械!タ刊導に報浦された。

（c）の新聞廣吿は僅か一日を經た今日最早 

170通を超える問合せのハガキが殺到してゐ 

る、いづれ悉く記錄して、地方別に報吿出來 

ると思ふ。

豫定事項Ĉ實行決定）

1） 代議止問合せ解答は近く、未解答の代 

讓士へ再質問をし、これをまとめて、パンフ 

レットとして一般に配布することに決定。後 

援會庶務部及び學角茅務部でこれを行ふこと 

にした。

2） 新聞廣吿は近日中、第二彈として大阪 

每H新聞に揭げ關西方面に宣博することに決 

議。其他機會をみて.犬學新聞（東人ゝ早稻 

田、慶應等）にも廣吿する。雜誌方而は中央 

公論・改造・文麺俘秋日本評論を選んで8月 

號へ礦吿。

3） 特使派遣。

Ĥ本エスペラント學會・第二囘特派使節とし 

て、學會書記長岡本好次氏に北海道ゐF1本工 

スペラント大會出席に前後して、北海道、東 

北地方を廻って頂くことに決定。詳細は近日 

中各地方會に照禽の豫定。後援會にて旅費の 

一部負擔を可決。 •

尙先月決定した事項であるが、後援會諸雜 

務を遂行し、併せて學倉爭務部の仕那も分摊 

するため、女序務員を新しく 一名傭入れるこ 

とに第2囘幹が會にて決定。5 IJ 8日詮衡ゝ 

金子よね氏に決定し、10日採用。後援命より 

12佣、分擔支出することになった。

後援會拂込濟會費合計

1,186-08 團 C6 J\ 20 日現在）

——6月20 ロ久保記ーー

〔前号報吿高橋記.前々號久保記〕

編輯後記
★前月特輯號について 

は各方而からおほめの

言葉をいただき努力がむくひられた樣です。 

目下史料を蒐集中です單厅本はもっとすばら 

しいものにします。

★★★別項記載の如く小生7丿J下旬から8月 

中句迄北海道東北地方へ旅厅不在ですから內 

地報道欄宛通信は7月!0日迄にお送り下さ 

い。乂小生個人宛用件は7月20日迄にお願 

ひします。く岡本）

★本誌次號豫吿 <

實にならぬエスペラント漫談高橋邦太郎 

田舍でエス語學習”苦しみ H!中倾道 

エス語彙に關する二三の統計 城戶崎益敏 

【I本におけるエス關係ラヂオ放送一覽表

★昨冬朝鮮から大連へ轉任された人谷正一•氏 

は今後滿鐵本就旅客課宣傳係（同所でエス文 

案內記發行;）に轉任された6これは大谷氏が工 

ス語をやってをられるので決定したとの半。 

同氏の今後の活罐を祈り、うれしい報知とし 

てここに披露する。（岡本'） •
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大會々場グランド・ホテル

夏の札幌へ
日本エスベラント大會

（第五囘北海道エスベラント大會）

第廿四 回

支笏湖へ 午前7時より午後4峙まで

★日 程★

第1日8月8 FI C 土:）

10.00 受付開始

12.30—14.00 大命發會式

14.00—14.30 • 記念!®影

14.30—16.00 日本エス學會總會

16.00—18.30 大會協議會

19.00 懇裁晚餐诃

第2日8月9日 C日）

9.00—10.30 笫5囘北海道エス大命

10.30-12.30 分科停

12.30—13.30 畫食;

13.30—14.30 分科會報吿

14.30—16.30 大會大學

19.00 普及講演會

第3日8月10日 c 月:) •

札幌市南四條囊十四丁目

第24囘日本エスペラント大會準備委員會

（振替小樽18763番〉

東京名古屋大阪及びその地 

經由參加の方々へ

束京から北海道旅行者の爲に特別の割引が 

あります。

これは通用期間が15日間C但し饬15 || 
の午後12叱迄に北海逍のどこかの驛で乘車 

し途中無下車で歸京すれば17日間に亘って 

も有効）で本州は規定の路線C15日以內なら 

途中下車本州にても可能）を經て北海道へ行 

かねばならぬが北海道內は伺一線路を何囘乘 

ってもどんなに遠くへ厅ってもよいといふ便 

利なものです。それで料金は25 iniといふ格 

安です。C學生敎員の割引はしてくれない;）。 

しかも全く同一行動をとる場介には第二人口 

から20101にしてくれる。10人が同一冇動を 

とれば25七20x9=203呵卽ちー人あたリ20
★協談事項★

大會協議會議題は必ず7 JJ10 H迄（當H 
の消印あるtの的効:）に大今率備委員會宛御 

中込下さい。それ以後は受付ません。

★參加費槪算★

1.
2.
3.
4.
5.

★

參加費 0.50
晚姿會費 1.50
Ekskurso 2.00
記念寫国代 0.30
宿泊一泊朝食付 1.00

★合 宿

札幌市北三條西三丁目北向中村屋旅館

大會に關する御照會、御送金等は下記宛に 

願ひます。

なるべく早く齧加御申込下さいa

B150錢ですむ。C普通に買ふと札幌迄東京力》 

ら往復で旣に21IHI 70錢かかるのである:）。

だから1511間に往復するならこれに限る。 

（詳細は麹町區丸ノ內ーのージャパン•ツーリ 

スト・ビューローへ問合せの爭〇）

猶以上は東京についてであるが名古屋及大 

阪も之に進じた割引をしてくれる。だから右 

三都市以外の人々も自分の所から右三祁市の 

何れか迄の切符を買ひあとば之に參加すれば 

非常に安くゆく。 ・

東京及近郊から大會參加め方々は旅行豫定 

その他學會I京田宛御一報下さい。なるべく連 

絡をとって安値且愉快に大會へゆきたいと思 

ひますから。 ,

大會申込は學會でも受付ます。Kongres- 
kartoもきてゐます。東京の人々は學會内KĴ 
田纯御111込下さい。 ー、

大會インフォルミーロ進呈・展覽會開催、材料貸與下さい・大會紀念エハガキ滋行
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空

北海道東北へ學會特使遣派
地方會との緊密な聯絡とエス運動の情勢視案の爲 

全國の特使派遣の要望に答へて札幌大會を機とし

岡本學會書記長を派遣

临冬久保特使の九州旅行が各地で多大の歡迎をうけて今年も特使を派 
□F 遣せよとの聲が全國各地で發せられてゐる。昨年はみ會にも豫算 

なく全く久保氏の義俠的中出により同氏が旅費を自ら負擔してこの亜任を 

果して下さったのであった。今年は幸ひにエス運動後援會が負嬉してくれ 

ることになったので再度久保氏の御出賬をお願ひしたが御都合惡くお引受 

けいただけなかったので札幌人會出席を兼ね岡本學會書記長を派遣するこ 

とになった。（6月20 H後援會幹事會にて決定）。

札幌人會を前にして北海道各地方會の訪問と大會後の東北地力巡囘は必 

ずや御地力の皆々樣の御期待にそひうることと存じます。何分突然の決定 

故.特使の日程及旅程は同地方の各地方會との打合せの上決定されるが大 

體その様な道順の豫定。

7月下旬 車京發札幌へ直行。但し途中亟館及び小梅に立よる。札幌に 

はーニ泊の後旭川、釧路、帶廣.室蘭、苫小牧0訪問の後8月8, 9,10日 

札幌大會に出席。

大會終了後直ちに靑森より（弘前）・秋田.（橫手）、盛岡、仙褰ヽ（福島）. 

郡山等の諸都市を訪問8月中旬歸京の豫定。（但し東北の方はなるべく短 

期間にきリあげる豫定）。

訪問各地同志の熱誠なる御支持をお願ひ致します。

纂费日本エスベラント學會

注意!.今囘の特使派遣も第一囘の場合同 各地で普及講演會、講習會、演說 

會等を開くの力;ロ的でなく c今後そういったこともやりたいものですが）專らエス 

運動の第・線に活確さるる地方會の各位に親しく ・おあひして運動に關する御意見 

をおききし併せて學倉の從來の方針を開陳し將來の連動の爲御懇談したいためで 

あります。

注意2.もっとも特使衢在中の一晚を右の運動懇話會とすれば他に時間の餘裕 

力;つく限り地方會の如何なる御希卑にもそふ樣努力します。
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Esperantistoj Vin Atendas
ここへ揭載希望の會合はすべて一般的の公開的佔合に限る。（必ず兪合する 

のでなければ揭載御斷り）.,變更の都度至急御通知を乞ふ。

東 足
★神田クシシード每H ®18.30-
20.30時。省線水逍橋驛東京爾科

翳專前愛光舍階上。

*日本エス學倉例會 每水!®18-29 Fabe
loj IH.講義。20-21.30時會話討論等。本鄕 

元町電停橫お茶水文化アパート横入。（費無 

料）。C8月よりRabistoj满義う。

★ ノ ーヴァ・クンシード每木瞬19 - 21時四谷 

新宿二丁目市電京王電車前新宿白十字階下。

★武藏野クンシード每金顒19時より吉祥 

/驛前金堂朝日庵二階。

・淺草クンシード 每金曜19-21時;m 前明 

・治製菓二階。

★クララ・ロンド 每土礙14.30-16時赤坂 

區中ノ町15井田千枝子。

★アルチ・エンタ・クンシード19-21吋銀座 

二丁目明治製菓二階東の隅。

★Luma Kunsido 每乃第二止囁18-22時〇お 

茶の水驛西半丁寶亭階上（國民中學會筋・）。

★Elektro-Esp-Gnipo每月第二金礙19時より 

銀座明治製菜で。電氣關係者の出席希望。

,.1;、ハ ★Verda Jupitero 每木曜19 時半 
加伏より屮區住吉町三丁目（横寶劇場 

橫通り）メッセンチャーボーイが務所階上（費 

無料）。〔電話3-3943?
,,|餐 ★来幌エス會毎適水曜18時半 
不し昵南四條西十四丁□相澤カ。

小 栢〉★小巒エス協曹 每月第一，第三 
小馆水昵19.30-22.30時永井町二丁Ŭ 

南小樽驛前、福田方。Cフランス篇輪稱中） 

★小梅佛敎エス會 每月7,14. 21,28［|19,30 
-22峙 入舟町最徳寺書院にて（Ezopo輪諜中） 

★エス會話會 每リ第二，第四水瓏19.30-21.
3¢時 稻穗|字街〇!ympic喫茶店。

讪ヒ严★學箧帶廣支部每遍金曜19二21 
W . 峙 西二條九丁□塚IH醫院にて。

• 川 ★旭川エス會 每金lffi 19-21時一 
ノし ノ 條通七丁目木津醫院にて。

后 m ★盛岡エス食 每/KI®19時內丸 
盛岡331井川掘院方。

IU
★Marda Kunsido 毎火曝19-21 
時。富山市神通町、愛宕小學校左 

入ヽ波部隆志力"初等向、無料］。

/、 ★金選エス愈 中等部例存每木曜
曲 ,孝19-21時石浦町石川貯蓄銀行。

ダー［ナI ★名古屋エス愈 毎週火曜19時よ
ハ'亠 り中處鐵砲町二丁冃白木氏宅。

★ルーマ・クンシード 每火曜束新町角サン 

パウロ喫茶店マ2 ール氏主宰C會話會）。

◊每金曜19.30 22時名古屋新聞販貞部階上。 

吉站（★京都エス聯盟每刀15 1419時 
ハ郁出町スター食堂。

★Oka Kunsido每月8 FI 19-2!時贺茂大橋 

東コスモC市電叡電前）、會費15-30錢。

犬 〇 - ★大阪エス會每火®19-2!時天 
人 乂 滿天丁□北市民館（但第三火曜は

Trapezoで會話會）〇

★新星會每月20 1119時より櫻橋農凰フル 

ッバーラー二階。

★バパゴ會 每月第一第三金曜19-21時道頓 

堀耕天座前バザード喫茶店（硏究會）。 

"和川 岸和田エス會 第一第三ロ曜19時 
斤・ 昭和通西カ寺にて令合。

种 !!・神戸エス協會每木曜19 -21時 
爪 熊内梅一丁忖市電停前、神戶消狹

組合階上1但第一木曜は元》r1トキワ・フルー 

ツ •パーラー階上）。

产 Jエ ★廣島エス倉每曜19時大手 
虫め町7の89窩楼謙方。

p I ★吳エスペラント會 每土曜19 21時 
ンと 北迫町57. 3矢野泰方。

★學會福岡支部4JJJ15FJ19時例 
；W * 會、橋口町ナギス屋菓舖階上。

佛 木 ★熊本エス倉 ◊會話每ĴJ第一第 
…、 不 三丿］曜19.30 - 21時水道町大學堂喫 

茶店にて。◊每遍木0SHI19-21時より本莊町 
熊電侃聚部にて。\ ,-： > J,

ナ金111 ★大牟田エス會每火曜20-23時 

ヽ一 榮町二植R1鶴院方。

せ・ 崎女言崎エス會每火曜19時半よ 
1 叮リ郡司氏宅（z讀本輪;則り。



ェ

ガ
キ

風本

蓬

ヨ=

文
入

才 リ セ

ス

n
亠

註

ェ

1

蠶
S

日
本
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
學
會
洲

H
m
*

 エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
學
ペ
ば
國
際
逋
信
を
川

エ
ス
文
說
明
入
風
景
風
俗
工
ハ
ガ
キ
で
!!!

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
學
習
者
に
芒
っ
て
最
も
興 

味
深
く
最
も
早
い
上
達
の
近
道
は
、
國
際 

通
1Ĵ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
今
年
鐵
道
省
觀
光
局
嫂
行
の
外 

阈
向
工
ハ
ガ
キ
芒
同
一
寫
IH
に
よ
る
最
高 

級
の
原
色
版
印
刷
で
あ
る
が
、
觀
光
局
の 

好
意
に
よ
り
低
廉
な
原
價
に
よ
り
製
作
す 

る
こ7

J

が
で
き
た
た
め
、
驚
く
べ
き
廉
價 

で
提
供
す
る
こ
ヾJ  7

J

な
っ
た
。

し
か
し
部
數
に
限
〇
あ6

、
再
版
不
可
能
に
つB

至
急 

御
註
文
あ
れ
。 

・
 

； 

• 

畫
面
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
で
寫
眞
の
名
稱
を
記
載
す
る
と 

と
も
に
裏
而
に
も
簡
單
な
說
明
を
美
術
的
に
印
刷
し
て 

あ
る
。 

 ヽ

日
木
紹
介
の
文
通
に
ぜ
ひ

御
利
用
あ
れ
川



對譯叢書價下

日木エスペラ"卜運動組織三十周年紀念として,エスベラント學習を促進する一助 

として,「エスペラント對譯叢書」六篇のうち「愛あるところ神あり」を除く他の五篇 

を價下げして,各篇とも一律に30錢にしました。獨習者に特におすすめします。

エスベラント對譯詳註叢書應聶器］新定價各30錢 勰 

公/よ夫备をマテオ•ファルコネ（短篇小說）
惡漢を裏切って憲兵の手に渡した愛兒を銃殺するコルシカ島人の燃ゆる正義觀

2蠶 代 理 通 譯 （一幕喜劇）
驅落娘を追ってロンドンからパリへ,英語を解せぬ通譯から事件紛糾

赛品益盘共著ハイネ詩・集 約四十篇.）

革命的情熱と限りなき感傷の詩人ハイネの傑作を諸書から集める

毅為蠶魔 法 使（短篇小說）
有名な「爐邊物語」中の一篇。魔法使の手に捉へられた少年の奇怪な生活

鞋舞囂レイモント短篇集（二 篇）
傑作「農民」によりノ ーベル賞を得たボーランドの文豪の傑作

電話小石川5415番寰斋于彎歡日本エスペラント學會蠶よ劉鷹霍



H木エスペラント運動組織三十周年:

LA REVUO ORIENTA 創刊第二百號

紀念
第二囘發表分締切:7月引日

書大持賣—
III---------------------------------

在庫品切の際は期間中でも打切

中村他遺稿集 定價70錢・特價55錢・送料4錢

揷組多數人“の淸しい「算盤」についての記述をはじめ興味深い科學論 
文，およひ「漁夫辭」その他の文學作品のエス譯

小坂狷二:スラウ'篇（敎科書版）蒔は錢•當料2鑿 
文藝讀本第一篇の敎科書£—-営込みの餘□廣い四六版。再製せず

伊井迁:綠葉集 定價80錢•特價60錢•送料4錢 

情熱の詩人の原作詩數十篇と萬葉,古今，その他の和敲,俳句,淺詩,民 
謠等のエスベラント譯

Oppenheim: Riĉa kaj sen Mono
定價3 ia ・特價2圓50錢•送料10錢 

イギリスの探偵小就界の日峰オッブンハイムの傑作。極りない場面の變 
化は，讀みをはる土で本を手から!®させない

h. naefker： Jarmiloj Pasas 灣蛊2腰:翳递 

特價 上4圓20錢 下3匱63錢厂.送料各21錢〕二册同琲7同•お料33錢 

エスペラントで書いたのみでなく I比界人の立場から見贬した|k界文化史 

papini: Historio de Kristo 灘 5备％站專 

イタリーの文豪バピ二の「キリスト傳」。最も敬虔な址度で，しかも狂信 
渚とはおよそ緣遠い观觀こ立った新 い'福音書

J・ Forge : Saltego trans Jarmiloj ・、

定價1圜65錢•特價1圓40錢•送料8錢 

M. Wagnales: Palaco de Danĝero
定價2圓40錢・特價2 ® •送料6錢 

ルイ十五1比の密姬として國政に容啄し,また蒙誨な生活によりフランス 
財政に四「茁フランの損害を與へたと云はれるポ夫人をめぐる戀愛葛豚 

A. Svjentoĥovski: ASPAZIO 歳iii 80 錢.;金料 8 專
ギリシャ第一の政治家とい ,筈た伏勇上|びない英堆とし.こ那く.ペリク 
リスと，美貌とオ幹とで女性美の典型とされるアスバシアとの戀愛—— 
むしろ戀変以上の悵.潔な女洞の悲劇

束京本鄕 
元町・ 一

財團
法人

日本エスペラント學會鏈麵牆需



エスベラント
七月號 主要記事

ラ・ロシュフコウの《箴言》.... 久保義郞

名著鑑賞・十七世紀功利論の始祖の寸鐵人を刺す言葉 

最後の戰鬪機.........パテ•ナタン特作映畫

戀愛を超克する僚友の友情。生死を堵ける靑空の戰慄 

壯界で一番高い電信局・•••興味深い初等よみもの 

日本一高い驛は東京驛です。さて世界一高い電信局は?

H本ビエスベラント...... .高木弘
國際エス運動における日本人の地位と役割を自覺せよ

日常生活（自由作文の講評） 中垣虎兒RE

手をとるやうに親切な講評。ぐんぐん作文が上逹する

新聞廣吿から （和文エス譯の講評）三宅史平

從來の機械的飜譯法を避け，生きた材料で生きた指導
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前置詞略解• Ĉirkaŭ ........... 小坂狷二

初等，中等の人々のための親切な瞬,每囘練習問題附

補足語（文の組立の硏究）.........倉地治夫

エスペラント作文の基礎知識となる詳細な文章論瞬

狼（原作詩）新しく設けた新規軸獨立ベイヂ佐久問謙二

杠
:a

行

人
 

M
人

質疑應答（親切明快） 岡本好次

一部定價20錢・送料5厘・舊號見本!0錢
各地書店にあ〇・創刊號から取揃えあ〇

一年分（送料共）2 30錢■半年分1
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